
                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

10月 28日より，いよいよ Iris2016へ向けて，学年発表の練習が始まりました。

11月 7日からは放課後の合唱練習も始まります。今年は，「伝心」をテーマにし，

自分たちのあふれる思いを観客の皆さんに伝えようとしています。学年発表は

「Peace Project ～Pass Down～」で総合的な学習の時間で調べたものをま

とめ，ステージを作ります。内容が難しく，気持ちが重くなることもありますが，「なぜ」を大切に，そして，自分たちが築く未来の社会

を想像しながら準備が進んでいるところです。 

合唱は，課題曲「時の旅人」，自由曲 １組「あなたに会えて」 2 組「道」 3 組「My own road」です。昼休みに自主的に練習する

姿が見られます。しかし，中には「金賞が何になる？」と心の中で思う人もいるでしょう。学年集会では，気持ちを同じにするためには，

仲間の言葉と行動しかないと話しました。学年やクラスの仲間で，互いのよさを認め合い，そのよさを引き出していくことができれば，学

年 120 人のステージ，クラス 40人の心が一つになったすばらしい演奏ができると思っています。 

みんなで同じ感動を味わうことが，一人一人の心の成長につながると信じています。ご家庭でも応援よろしくお願いします。 

  

 

 

 後期生徒総会が終わり，9 期生の取り組みが新たに掲示されています。後期は，来年度を見据

えて，専門委員会の副委員長が選ばれています。内容も 9 期生の実態に即して具体的になってい

ます。リーダーだけが頑張る活動ではありません。全員がそれぞれの活動のフォロアーです。自

分たちの活動です。何のための活動かをしっかり考えて行動できることを期待しています。 

 

副会長：小川 紗花   書 記：鱸 太晟 

学 習：大津 泰人   文 化：井上 魁人   図 書：今村 美智 

体 育：堀尾 一樹   生 活：三上 侑泰   保 健：小松 美沙季 

福 祉：益川 菖    環境美化：高柳 京果 

  １組学級委員：関口 巧 ，森田 花菜   

  ２組学級委員：田所 純弥 ，國部 愛   

  ３組学級委員：田中 清志朗，奈須 麻央 

                       

大分豊府中学校 第２学年 学年通信  

               平成２８年１１月２日（水） 

THREE NINE Ⅱ 
★11月～12月の行事予定★ 

1(火)  中学集会，完全冬服移行 

下校時刻 18:00！！ 

２(水)  学年合唱練習 4 限 

３(木)  文化の日 

５(土)  土曜寺子屋⑧ 

７(月)  放課後合唱練習開始 

８(火)  You&I 学活５・６限 壁画作成 

     薬物乱用防止教室７限 

10(木)  Iris 学年リハーサル 

12(土)  数学検定・日本語検定 

15(火)  You&I 学活 3~5 限 合唱練習 

     生徒会執行部リハーサル(放課後) 

16(水)  会場設営６限 

17(木)  Iris 学年リハーサル 

     生徒会執行部リハーサル(放課後) 

18(金)  豊饒祭文化の部 Iris2016 校内発表 

     期末考査範囲発表 

21(月)  豊饒祭文化の部 Iris2016 合唱コン 

22(火)  Iris ふり返り，高校生サポーター 

23(水)  勤労感謝の日 

25(金)  専門委員会 

26(土)  マラソン学習会 

28(月)~30(水)  2 学期末考査 

＜12 月＞ 

６(火)  中学集会 

10(土)  土曜寺子屋⑨ 

 15(木)  ２学年 PTA 

17(土)  土曜寺子屋⑩ 

19(月)  専門委員会 

21(水)  豊府鍋 

22(木)  終業式・大掃除 

「青少年のネット利用実態調査」 

11 月 11 日（金）まで，担任へ提出で

す。全員提出なので，ご協力をおね

がいします。 

細かな内容が書かれています。伝説ファ

イル達成のみに終わらず，よい授業，行

事になるように活動しましょう。 



９期生の合唱曲の歌詞です・・・ 

 楽譜通りに正確に歌うこと，そればかりを気にしていると，伝えたいことが見えなくなる 

ことがあります。それぞれの曲が何を伝えようとしているのか，クラスで「ここぞ」という 

見せ場をつくってくれることを期待してます。 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

時の旅人  

作詞：深田じゅんこ 

 

めぐる風 めぐる想いにのって 

なつかしいあの日に 会いにゆこう 

ぼくらは時の旅人 

 

忘れかけていた日々 

すべてのものが友達だった頃 

汗をぬぐってあるいた道 

野原で見つけた小さな花 

幼い日の手のぬくもりが 帰ってくる 

 

やさしい雨にうたれ 

緑がよみがえるように 

涙のあとには いつも君がそばにいて 

生きる喜びおしえてくれた 

 

今、君といっしょに 

未来への扉開こう 

あふれる希望をうたおう 

 

めぐる風 めぐる想いにのって 

すばらしい明日に会いにゆこう 

なつかしい明日に会いにゆこう 

ぼくらは夢の旅人 

ぼくらは時の旅人 

あなたに会えて 

作詞：山崎朋子 

 

奇跡のように 生まれてきた私 

奇跡のように 生まれてきたあなた 

長い時を越えて 蒼く光る地球 

歩いてきた道の途中 

たくさんの出会いの中で 

あなたが教えてくれた 

あきらめない強い気持ち 

あなたに会えてよかった 

だから今の私がいる 

 

弱く小さな心 もがき苦しむ時も 

大丈夫、とやさしい声 

心の中に響いてる 

あなたが教えてくれた 

頑張れば歩いてゆける 

あなたに会えてよかった 

だから今の私がいる 

 

一生懸命生きる 

どんなにつらい時だって 

あなたが教えてくれた 

勇気を持って生きること 

勇気を持って生きること･･･ 

道 

作詞：山崎朋子 

 

遠い空の下 ひとすじの光がつなぐ 

遠ざかるきのうと まだ見えぬ明日 

涙がこぼれて かすむ景色の中 うつる 

戻れない季節に 僕達が見える 

 

桜の舞う道を 一緒に歩いてゆこう 

やわらかな日差しが やさしくつつむよ 

 

前を向いて 顔をあげて 

くじけないで歩いてゆく 

希望という 明るい未来へ続く道を 

 

悔しい気持ちが さざめく喜びにかわる 

共に過した日々 消えることはない 

 

今扉をあけて 一歩ずつ踏み出そうよ 

ふりそそぐ太陽 抱きしめていこう 

 

僕は君を忘れないよ どんなに離れていても 

輝いてる思い出 心の支えになる 

 

前を向いて 顔をあげて 

くじけないで歩いてゆく 

希望という 明るい未来へ続く道を 

未来へ続く道を 

My own road～僕が創る明日～ 

作詞：栂野知子 

何を目指しているのか 

わからなくなり立ち止まる 

振り返るだけじゃ何も 変わらないと 

気づいているのに 

そんな時 力をくれるのは 

いつでも明るい君の声 

流れてる時間が輝いて 

また素敵なことが待ってる気持ちになる 

  

自分の力で拓く道だから 

一歩ずつでも進めばいいよね 

誰かが背中を 押してくれるのを 

待ってるだけの昨日から 変わりたいんだ 

 

夢を探し続けても  

答えがまだ見つからない 

背伸びして格好つけても 心が違うと 

叫んでる 

そんな時 勇気をくれるのは 

いつでもまぶしい君の笑顔 

流れてる時間が輝いて 

また素敵なことが待ってる気持ちになる 

  

自分の力で拓く道だから 

遠回りでも進めばいいよね 

かけがえのないもの 見つけてみせるさ 

君と偶然出会えた あの日のように 

明日へ続くこの道を 強く踏み出そう 


