
ピンチの時こそ学びと成長のチャンス 

 

９年Ａ組担任                 

 本年度は、草桶先生のクラスを引き継ぎ、９年Ａ組担任を受け持たせていただくことになりまし

た。生徒達にとって進路を考えていかなくてはならない大切な時期のクラスであり、責任は重大だ

と襟を正して臨んだ４月を今でも覚えています。 

 子どもたちの進路実現のためには、毎日の授業を大切にして実践力を養っていく必要があります。

また、それと同時に生徒の成長を促すためには、最高学年として取り組む体育祭や文化祭こそが大

きな原動力となり得るということを実感しました。その中でも生徒と共に成長を大きく感じたクラ

ス演劇について述べたいと思います。 

 ９年生が文化祭のときに行うクラス演劇は、監督などの４役の生徒が活動の中心になって子ども

たちだけで一つの舞台を完成させるというものです。原作選びから脚本に起こす作業、演出や音響

など、全てにおいて子どもたちの手作りで進められていく活動だということです。また、７年生から

８年生まで探究し続けてきた学年プロジェクトテーマ「心理」とのつながりを意識しながら、学年プ

ロジェクトで学んできた物事を仲閒と協働して遂行する力などを総動員させて成功へと努力し、ク

ラスの団結力を高めていく意義があることを私なりに捉えていました。実際の演劇活動がはじまっ

た初期の学Ｐの授業では、監督がクラス全員の意思を確認して進める姿や、生徒一人ひとりが自分

に適している部門を選び活動する姿が見られ、学Ｐで学び得た合意形成力や調整力などが演劇活動

につながっているなと思っていました。その他、教科の授業では見られない生徒達の頑張っている

姿を見守りながら本番まで順調に進んでいくのだろうと期待もしていました。 

 クラス演劇は順調に進み成功するかのように思われていたのですが、９年Ａ組のクラス演劇の最

大の危機（ピンチ）が訪れることになりました。しかも本番当日の朝の出来事です。それは、音響効

果で使用する音響データが破損してしまったのです。これまで音響担当の生徒が準備に準備を重ね、

最高な音響効果に仕上げるために前日遅くまで創り上げてきた音響データが全くなくなってしまっ

たのです。そのときの監督をはじめクラスの生徒達や担任の私の焦り様は半端なものではありませ

んでした。開演までおよそ１時間。開演までにできる限りの努力をしてそのときのベストな方法を

選び本番に臨もうと指示をしました。私は音響データが入っていたＵＳＢメモリーのデータ復旧の

方法をどうにかして探ってデータ復旧に努め、音響部門の生徒達は別室で録音作業に取り組んでい

ました。開演時間が刻一刻と迫り、データ復旧のめどが立たない私は演劇の成功を諦めかけていま
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した。しかし、文化祭進行担当の先生から「監督が予定時間通り開演すると言っています。」という

報告があり、私は作業を中断し体育館に戻りました。体育館に入ると９年 A 組の生徒達は妙に落ち

着いていて、焦っているのは担任である私だけだったように思います。演劇がはじまると先程のト

ラブルがあったことなど微塵も感じさせないストーリー展開で子どもたちが演じていることに涙し

ました。後から聞いたことなのですが、ナレーションなどの音響は舞台袖からマイクでキャスト以

外の生徒がリアルタイムで語っていたのだそうです。 

今回の９年Ａ組にもたらされたピンチは、監督を中心とした生徒全員が正真正銘心を通わせ、心

を一つにして取り組んだことで乗りこえられたものだと思います。予期せぬピンチが生徒達の学び

や成長を促すものであると身をもって感じることができました。 

どんな人でもピンチは避けたいと思いますが、必ず訪れるピンチこそが学びや成長のチャンスだ

と捉えていきたいと思います。教師は子どもを困らせるのは問題ですが、困った子どもたちに寄り

添い成長を促すことこそが教師の役割のひとつではないかと学ぶことができました。 

生徒達が創り上げた、最高の体育祭と文化祭が終わりました。生徒達からは、簡単に言葉で

は表現できない程、たくさんの感動をもらいました。それぞれを振り返って、各実行委員長か

らコメントをもらいました。 

 

体育祭実行委員長 A 組       

 体育祭でのあなたの一番の思い出は何ですか？私の思い出は五色綱引きで負けたことです

ね。あれは、久々に心の底から悔しいと思いました。なぜこんなことを問いかけたかという

と、私はこの体育祭を忘れてほしくないからです。良い思い出、悪い思い出･･･十人十色の思

い出があると思います。ふとした時に思い出して見て下さい。後期課程の思い出を振り返る大

切な時間になるでしょう。最後になりますが、副実行委員長をはじめとした９年体実の皆さ

ん、応援団のみなさん、当日ご来場いただいた保護者の皆様、ありがとうございました。 

 

文化祭実行委員長 C 組       

 文化祭実行委員長になったときは、とんでもないものになってしまったと心が若干重かった

のですが、忙しい準備期間を過ぎ、終わってみると、あっという間でした。文化祭全体に関わ

ることで、充実したものとなりました。また、そのことで、文化祭は生徒がつくるものなんだ

と改めて実感しました。演劇だからと度々脱走してすみませんでした。そして、文実の皆さ

ん、先生方、支えてくださり本当にありがとうございました。 



 

 本年度の体育祭テーマは“Explosion”でした。テーマ通り、みんなが“Explosion”し

た、素晴らしい体育祭でした。 

 

 

○赤組 

 

 

 

 

 



○黄組 

○青組 

 

 

 

 

 

 

体育祭実行委員集合写真 



 文化祭のテーマは“The One”でした。演劇、合唱祭、特ステ、FCC…ひとつひとつ挙げ

ていけばキリがないほど、どれも素晴らしかったです。まさに「半端ない文化祭」でした。 

 

 

 

  

 

 

○９C 演劇：かがみの孤城 

 

 

 

○９B 演劇：仮面病棟 

 

 

 

 

 

 

 



○9A 演劇 

 

 

 

 

 

○合唱祭 

 

  

B 組『わが叙情詩』 

音楽監督：  

指揮 ： 

 

 

 

 

C 組『流浪の民』 

音楽監督： 

指揮 ： 

伴奏 ： 

 

 

 

 

        A組『俵積み唄』 

        音楽監督： 

         指揮 ： 

         伴奏 ： 

 



まさに圧巻の『Gloria』！！ この学年の力強さが前面に出された歌声でした！！ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

全校合唱『群青』 

 

○FCC(附属クラシックコンサート)・特ステ・社会科委員会・シンガポール研修・FLIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化祭実行委員集合写真 



このコーナーでは、生徒の日常の様子をお届け致します。

○放送部＆科学部  いよいよ文化部も引退…、部長達からコメントをもらいました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放送部部長 C 組       

放送部部長になって、放送部を変えたい！

という気持ちでしたが、結局は自分の押しつ

けになってしまってみんなを困らせてしまい

ました。新しい企画もやり遂げることができ

ず、任せてしまってすいません。でも部活が

楽しくなったという声を聞いて嬉しかったで

す。今年の放送部でも、頑張ってください！

放送部のみんな、兼井先生ありがとうござい

ました。 

科学部部長 C 組        

僕は８年生の春に科学部に入りました。最初

は不安でしたが、山村先輩が優しく、憧れまし

た。次第に憧れが目標となり頑張ることができ

ました。要するに、僕が科学部で学んだことは

『目標があれば何でもできる』ということで

す。僕は、今後これをモットーに生きていきた

いです。 



池内順哉   文化祭の演劇のキャストをやって良かったなと思います。これをやって、このクラスのすごさ

と、みんなの協力する力が分かったからです。本番当日の朝になって消えてしまった音響デー

タも、なんとかみんなで協力してそこをカバーすることができました。 

稲木涼    僕は監督としていろいろなことを学びました。結果的にいろいろなトラブルがあり、バタつい

てしまいましたが、それまでの準備でいろいろなものを深めることができたと思います。 

井村晃大   僕は主にキャストと共に演劇活動を行いました。原稿の第一稿を脚本からもらった時には、「い

よいよ演劇が始まる」と気が引き締まったのを今でも覚えています。本番は結構緊張したけれ

ど、やり切った時は嬉しさであふれました。 

内田秀    今回の文化祭の演劇で脚本を書きました。音響のデータが消えたりしたけれど、本番は割とう

まくいったと思いました。ギリギリまでいろいろあったけど楽しかったです。 

大瀧大    指揮は合唱の中で一番大事だと僕は思います。伴奏と合わせながら、テンポを意識してクラス

を仕切ることができました。本番ではみんなの表情がかたかったため、頬をあげさせることに

成功して、合唱も完璧だったと思います。 

小髙優    合唱祭では、一人で歌うことが数回ありましたが、なんとか歌いきることができたので、自分

の役割を果たすことができたと思います。演劇では全員がそれぞれの仕事をしっかりと行って

いたので、とても充実した時間でした。 

笠羽武瑠   私は、この文化祭で脚本の仕事をしました。脚本のメンバーや、キャスト、演出と話しあいなが

ら、何度も脚本を作り直しました。本番、みんなで作り上げた演劇が成功して「このクラスの四

役で本当によかった」と思いました。 

勝尾玄    平成最後の赤組を勝ちで終わらせたかったから、この結果はすごく悔しいです。ですがこの結

果だったからこそ、学ぶことはとても多かったです。この体育祭を通して、人として成長できた

と思います。みんなありがとう。 

川崎蓮太郎  音響のチーフとして、当日まで音声の編集をしていました。しかし、当日の朝にデータが消え

てしまい、大騒ぎになりました。結果的に平和におわりましたが、もうこんなミスをしない よ

うにしていきたいです。 

杉本雄哉   僕は、演劇で大道具とエキストラをしました。大道具は、毎年一番大変で、揉めるらしく内心ヒ

ヤヒヤしていました。でも、A 組は常に平和第一で居心地が良かったです。演劇も、文化祭も

時間が無く、大変だったけど、その分密度の濃い充実したかけがえのない時間になりました。 

鈴木開    敵ながら、午後の部の黄組は天晴れだったと思う。完全に「流れを持って」いったから。五色綱

引きで対戦したときに感じた、黄組の綱を引く力強さは練習の時の数倍以上だったと思う。流

れの力はすごい、流れを生んだ黄組もすごい。 

中野皓太   今年の文化祭は藪入り前の奉公先のような忙しさで、延暦寺に入ったばかりの修行僧でした。

附属の文化祭の、一生懸命取り組んだ人にしか分からない楽しさはもう味わえないのですね。

『面白きこともなき世をおもしろく すみなすものは心なりけり』 

西森悠貴   僕は、今回の文化祭で初めて３クラス全部の演劇を見ました。クラスごとで特徴があって、す

べての演劇を見ることの価値を感じました。ダンボールが燃えた時は焦りましたが、最後まで

仕事ができて良かったです。 

藤田隆世   僕は準備体操と大玉の責任者でした。練習の時は超グッダグダで、伝説の準備体操となってし

まいました。しかし、本番には、練習よりもスムーズになったので、すごく感動しました。この

体育祭を通して、あらかじめ練習しておくことはすごく大事だと思いました。体育実行委員に

なって良かったです。ありがとうございました。 

鉾碕暁文   ついに学 P の集大成である演劇が終わりました。直前のトラブルで一時はどうなるか不安でし

たが皆の強い思いで成功させることができて、カーテンコールが始まる頃には一気に心と体が

開放感と、ここまで頑張ってきた自分たちの感謝の気持ちで一杯になりました。小道具として、

もっとこうしておけば良かったなど悔しい所もありましたが、これらを僕たち 9A 全員の受験

への第一歩へと変えていきたいです。 

 

 



水野秀星   僕は今回の演劇では照明という裏側から支える立場でした。この立場につくことで、他の組の

演劇の見方が変わり、違うことに気づくことができました。本番は、マークも成功したし、劇

も成功したので嬉しかったです。 

山本淳望   ４、５回くらいミスをしたけどみんなから戦犯と言われなくて良かったと思う。もっと青春を 

感じたいと思いました。高校にいって、もっと青春したいです。 

山本翔大   今回の文化祭のテーマは、『The One』、唯一無二のという意味が込められていました。実際終

えてみるとそういう風な文化祭にできたと思います。それも沢山の人が手伝ってくださったお

かげなのでありがとうございました。 

吉田翼    キャストは予想以上に大変な事ばかりでした。しかし、キャストを通して演劇の面白さや、達

成感を味わうことができました。一緒に演じてくれたキャスト達、そして 9A の皆に感謝した

いです！ 

井上曜子   最後の体育祭。結果はW３位。しかし、悔いはなく良い思い出になった。練習から本番まで７・

８年生はすごい頑張ってくれて胸が熱くなった。本当にありがとう。楽しすぎて、笑いすぎてほ

っぺが筋肉痛になるぐらい最高の体育祭だった。 

大谷陽優未  文化祭で学んだことは、やっぱり人は十人十色いるなということです。演劇自体も難しかった

ですが、何人かで同じ行動をすることはそれ以上に困難でした。まとめる力というのはどんな

場面でも必要なんだなと思いました。 

岡本怜    文化祭実行委員の会場部門長でした。リーダーという立場になると、自分が発言しないと物事

が進んでいかないので大変でした。副部門長のサポートもあり、体育館は今までで一番華やか

になったと思います。 

久保田凪咲  準備期間中に大変だったこともありましたが、キャストの人達の表情が遠くのお客さんにまで、

はっきり見えるようなメイクを心がけました。 

高柴陽菜   中学校生活最後の文化祭はあっという間でした。今まで準備に費やしてきた時間を考えると演

劇本番は一番楽しくて短かったです。この文化祭で 9A はまたステキなクラスになれたと思い

ます！ 

高松心    文化祭の２日目に行われた合唱祭では、合唱祭部門長、音楽監督として参加しました。9Aのク

ラス合唱で歌った俵積み唄は青森県民謡の難易度の高い曲でしたが、９A の明るさを生かし、 

笑顔があふれる演奏ができました。 

田嶋小春   メイク初心者がほとんどで、苦戦しました。でも練習を重ねるうちに上達していくことに喜び

を感じるようになりました。本番はトラブルもあって時間が押している中でのメイクではあっ

たものの、丁寧にメイクすることができ、良かったです。 

田中美月   私は修学旅行での心ドラでも脚本係をしていました。その反省を生かしたいと思っていたので

すが、またやり残したことが沢山ありました。後悔している事もありますが、9A の演劇にたず

さわれて良かったです。 

辻葵衣    私は、大道具として演劇に向けて背景幕をつくりました。一から幕をつくるのはとても大変だ

ったけれど、本番私達のつくった幕が照らされているのを見て、本当に嬉しかったです。みんな

でつくりあげた文化祭、最高でした！ 

辻北沙弥   この学校でしか味わえない FCC や音楽文化の象徴となる合唱祭を、音楽集会の反省をもとに

準備、運営をしたことでスムーズに進んだので達成感があった。また、役をふりわける大切さも

再確認できた。 

西川尋乃   体育祭のことは沢山書いたので文化祭の演劇について書きます。9A の演劇は照明がカギを握

っていました。マークは照明の皆と試行錯誤しながら真心込めてつくりました。当日、思わぬハ

プニングもありましたが、本当に一生心に残る思い出になりました。 

野尻桜子   私が『脚本』と聞いて思い出すのは印刷室だ。延々と脚本をコピーするというのは四役の中で

は最も地味な仕事だが、私は A 組の脚本担当になれて良かったと感じている。最終稿が上がっ

たときの達成感はこれからも忘れないだろう。 

藤井愛理   文実の活動も行いながら、演劇の準備もするということが大変でした。文化祭の準備期間はと

ても少なく、当日まで終わらなかったこともありました。でも今年も笑って泣けた文化祭にな

れたので良かったです。 

南井いろは  ほとんどキャストメインの活動になってしまったのですが、演劇の活動をしている時間が何よ

りも楽しくて、一番の思い出でした。本番も楽しんで演技ができたし、皆で成功させた文化祭は

一生忘れることは無いと思います。 

 

 



三船柚花   今回の文化祭は９年生にとって最後の文化祭でした。文化祭当日まで、私は大道具、文実とし

て活動し、その分多くの事を得ることができました。色々ハプニングはあったけど、無事に終

えることができて良かったです。 

宮内萌子   私達のクラスでは音響のナレーションデータが消えるというハプニングが起きてしまいました。

私にとっても、人生最大のトラブルで今でもトラウマです。しかしもし高校で演劇をするのな

らまたリベンジをしたいです。 

宮腰花凜   ９A は準備期間や本番ですごく成長したんだと見せつけることができたと思います。またトラ

ブルがあったとしても結果的に涙あり、青春ありになったと思います。 

吉川潤    夏休みから実行委員のみんなと活動し、去年とは違った視点で体育祭に参加することができま

した。競技の案を考えたり準備をしたり、大変だったけれども、当日はその分本気で楽しむこと

ができていい思い出になりました。 

吉田桜子   私は「俵積み唄」と「Gloria」の伴奏をさせてもらいました。どちらもレベルが高く、歌と合わ

せるのが難しかったです。本番では 9A そして９年の良さがしっかりと出ていて、最高学年と

してふさわしい合唱になったと思います。 

渡邊美和   演劇ではミッキーという女の子を演じました。最初はセリフに全然感情が入らなくて本番どう

なるかすごく不安でした。でも練習を一緒にしてくれた人たちのおかげで本番は自信を持って

でき、いい思い出になりました。 

明石貴大   私は、文化祭の自分のクラスの劇がとても印象に残っています。リハーサルでも一回も最後ま

で劇を通すことができなかったけれど、本番では成功させることができたのでとても達成感が

ありました。次に９年生になる人たちはがんばって成功させてほしいです。 

荒木陽翔   私は、応援団という立場で体育祭に参加した。８年生の時に感じた９年生の体育祭にかける熱

い思いに感動して、私は応援団になった。W 優勝の感動を2 年連続で味わえたので、受験もこ

のままの勢いを保って進みたい。 

江藤哲平   僕は、演劇のキャストでした。はじめは、めっちゃ下手だったけど、四役の人とか他のキャスト

の人のおかげで、本番は楽しく演じられました。この経験をこれからに生かしていきたいです。 

荻原怜央   これは、私の心の中にいる、A氏と B氏の話である。A氏はこういった。「おどりたくない」し

かし B氏は、「W 優勝したいからちゃんとおどろう」私は B氏をえらんだつもりだが少しは A

氏も入っていた。これが私の体育祭までの話である。 

北村聡一朗  演劇が成功してよかったなと思います。ぼくの役割は音響で全然仕事できてないと感じました。

ぶっつけ本番だし、パソコン使えないし大変だった。最後の文化祭とてもたのしかった。 

黒田大樹   ４月頃に始まった演劇。５ヶ月みんなで協力して対立や喧嘩、トラブルもあったけれど無事成

功させることができました。クラスみんなでこのような活動をするということはないのですご

くいい思い出になりました。 

小坂明廣   今回の文化祭は演劇、オープニング、合唱祭どれもが素晴らしい作品になっていた。全員が努

力しがんばり終えた時の達成感を味わうことができました。９年最後の文化祭いい思い出にな

りました。 

米野隆也   僕は文化祭の総合司会でした。僕はみんなが一生懸命に準備や活動したおかげで大成功したと

思っています。演劇でも無事終わって後輩のお手本となってよかったと思っています。この文

化祭はとても印象に残ったと思います。みんなに感謝しています。 

島田大暉   僕は文化祭でエンディングを作るのと司会を担当した。はじめての文実だったので、やらない

といけない事が分からず、他の文実に迷惑をかけてしまった部分もあったが、最後まで仕事を

やり通し、自分の中で最高の文化祭にできたのでよかったです。 

大道和也   私は文化祭実行委員の式典部門で活動しました。みんなの活動中の楽しんでいる写真や苦しん

でいる写真いろいろな写真をとり、小原君のすばらしい編集で良いエンディングが出来て良か

ったです。 

竹内優太   自分にとって３年連続の W優勝となりとてもうれしく思っています。体育祭で、最後まであき

らめずに戦い続けることが W 優勝につながったと思いました。次の大きな壁を越えるために、

あきらめずがんばりたいです。 

常田嵩    僕は文化祭を終えて、もっとああすれば良かったと悔やむことはあるが後悔はしていません。

みんなで１つのものを作れて楽しかったし良い経験になったからです。今回学んだことをいか

してこれから精進していきたいです。 



鍋屋麟太郎  文化祭の準備は長く感じた。何度も演劇幕を書いたことをおぼえている。演劇本番、自分の中

で最高のものにすることができた。そして文化祭が終わった。 

濱畑幸佑   答・○×○××/正解者申告しに来て/景品が足りない。申し訳ない。追加で用意する。とにかく

僕か中野に言え。/冊子のクイズの答え。「因果関係」以外は「わからない」が答え。つまり、何

がかいてあっても○。因果関係も厳密には「わからない」だが、×でも可とする。振り返りとい

うか連絡になって済まないね。 

林和人    脚本として、原作にこだわりすぎて削っていくだけになってしまい原作と比べるとおとる所が

あった。しかしなにより驚いたのは、普段はもちろん、文化祭や体育祭の準備もギリギリまで態

度の悪かった９Bで成功したこと。 

平澤慶太   今年の文化祭で、今までの先輩方の苦労を実感できました。とにかく時間が無くて焦っていた

ことがほとんどだったと思います。しかし、それをやり遂げた後の達成感はすさまじいもので

した。最高の思い出になったと思います。ありがとうございました。 

福田嘉教   私は、演劇監督をやらせていただき、うまく人をまとめることができなかったです。しかし、人

と会話することの大切さを学んだりクラスがさらに仲良くなったりすることができたので監督

をやって本当によかったと思いました。 

堀内陽仁   ぼくは、文化祭実行委員として、今までとは違った立場から文化祭をしました。文化祭のテー

マ幕をつくるときは、色がはげたり問題が多かったけれどきれいにできて、文化祭も無事成功

できてよかったです。 

森寬太    副実行委員長として。大玉の問題から始まってしまった体育祭。終わったときはそんな達成感

もなく、結局どんなこと残したんだろうって自信もあまり無かったけど、日が経てば良いモノ

を創れたって自分の自信にすることができました。ありがとうございました。 

五十嵐美咲  私は演劇の脚本でした。B 組は特に時間がおさまらなくて、本番前日になって脚本を大幅に削 

りましたが、クラスのキャストをはじめとする全員がすぐに適応してくれて、無事成功しまし

た。本当に団結力のあるクラスだと思います！！ 

岩村朋美   私は文化祭で演劇をがんばりました。時間もないし、脚本も変更ばかりで何もかもギリギリだ

ったけどキャストとして９B の演劇のために全力をつくせました。たくさんの良い思い出が作 

れて本当に最高の文化祭でした。 

北川陽菜乃  ３回目で中学生最後の文化祭。私はクラス、学年、そして学校に貢献できたのだろうかと考え

ています。時間がない中で準備をして演劇も合唱も文化祭の全てが無事上手くいってうれしく

思います。この２日間は忘れられない思い出です。 

木村優花   今回は、後期課程最後の文化祭だった。演劇や合唱祭では、クラスで団結し、楽しんで発表でき

たと思う。私は、合唱祭の運営も行っていて、１人１人がより良い文化祭にしようと協力してく

れて、本当に良かった。この文化祭で学んだことを、残り少ない学校生活で生かしていきたい。 

小島楓子   文化祭ではやはり演劇への思い入れが強いです。自分はキャストとして出演していました。大

変なこともたくさんありましたが、最後は、お客さんにも楽しんでもらえていろいろな人への

感謝でいっぱいです。 

小栁日和里  演劇は９年生でも大きなイベントの１つだと思います。不甲斐ないながらも助監督という立場

にたち、たくさんのことを学びました。迷惑をかけたこともあると思いましたが、本当に楽しく

貴重な経験になりました。 

齊藤真央   初めての文化祭実行委員で、プログラム部門の部門長になったが、期限に間に合わなくて学校

で出来なかった分を家に持ち帰ったりして、とても大変だったが、文化祭が無事に成功してよ

かった。３年間で１番楽しい文化祭になった。 

阪本詩織   私は、９Bの演劇で衣装、メイクのチーフをやらせていただきましたが、思っていた以上に 

大変でした。しかし、それ以上にたくさん学べたこともあったと思います。自分を高められた

最高の文化祭だったと思います。 

高原莉子   最後の体育祭、W 優勝できてうれしかったし、忘れられない大切な思い出になりました。本番

での９Bの団結力、黄組の団結力は本当にすごかったと思います。応援団としてきつい言葉と 

か言っちゃったけどみんなで最後まであきらめずがんばることができて良かったです。 

高村葵    今年の文化祭は中学生で最後の文化祭でした。私のクラスは「仮面病棟」という演劇をしまし

た。全員で協力して成功できてよかったです。 

武田真衣   今回の体育祭は附属の歴史の中で一番燃え上がったのではないだろうか。そのため、私は副団

長としてみんなを引っ張っていけたことをすごく誇らしい。これまで私たちを支えて下さった

方々に感謝の気持ちを持ちこの経験を糧に日々精進していきたい。 

 



多田帆南   演劇が一番心に残っています。今までいまいちリーダーの声が届いていないような気がしてい

ましたが、演劇の準備は本当に全員が全力をだして創り上げられてすごく達成感があります。

最後を飾るにふさわしい文化祭になりました。 

土屋諒佳   演劇。これは私の一生の思い出になるに違いない。前日のリハで、１時間以内におさまらない

という大失態。それでも本番では成功を収めた。なぜか。B組の団結力、それに今までの努力が

実って花をさかせたのだ。笑顔いっぱいで終われてとても嬉しい。 

福山未奈   私は、中学校最後の体育祭で初めての応援団を務めました。応援合戦では黄組全員が楽しそう

に踊っていて応援賞、総合優勝とW 優勝を勝ち取ることができました。私にとって中学校最後

の体育祭は忘れられない最高の思い出です！ 

藤本琉生   私は今年応援団でしたが、ダンスが得意ではありません。むしろ苦手で色々迷惑をかけました

がついてきてくれて嬉しかったです。大変だった時もあったけど結果は W優勝と最高だったの

でがんばってよかったです。応援団についてきてくれてありがとう！ 

前田くれあ  今回の文化祭は時間がなく９B の演劇も時間がカツカツな中で、今までにないミステリーとい 

うジャンルの仮面病棟を成功させようと頑張りました。大変だったけどその分達成感もあり、

とても良い経験になりました。 

宮﨑梓    今回で最後の体育祭を私は体育祭実行委員側で参加しました。初めての経験で忙しくて大変だ

ったけど体育祭が終わった時に達成感がすごくあってやって良かったと思いました。そしてこ

のクラスは二年連続 W優勝することができたのでとてもうれしかったです。 

村中想    ９年生になり附属の行事も「最後」になりました。体育祭では、W 優勝をとることができまし

た。また、１年生の時から夢である部活対抗リレーも１位を頂けました。９年生としていろいろ

な意味で貢献できた体育祭でした。 

屋敷なつみ  演劇をつくるというのは想像の百倍難しくて何回も悩んだり焦ったりして辛いこともありまし

た。でもそのたびにみんなが協力してくれたので、本番が無事成功したことだけでなく、団結力

も感じられたので嬉しかったです。 

安田華菜   中学校最後の体育祭。夏休み前から体実として準備していました。後輩をうまくまとめられな

かったり、競技が決まらなかったり大変でしたが無事終えることができて本当によかったです。 

浮田瑛介   僕は色別の選手に選ばれました。本当に憧れていましたが２年間走れずでした。ただ今回なれ

たのでもう全力でやるしかないと思い全力で走りました。距離は伸びず縮まらずで一位を保て

て良かったと思います。 

宇野一輝   時間が無い。今年は台風や体育祭の影響でとにかく準備期間が短かった。そんな中で、演劇を

成功させることができたのは、クラスのみんなの協力があったからだと思う。みんなで成功さ

せた演劇は良い思い出になった。 

小原優輝   動画編集の経験ありとて、OP・ED の編集任されければ、なほひねもす PC に向かひて、寝る

間惜しみても、をかし動画追ひ求めむとおぼえて、つゆ休みなくはたらきければ、祭終はりて幾

日の間、PC のなむ恐ろしく思へける。 

加藤優貴   自分は主に音響と照明に携わりました。夏休みが終わり本番まで日が迫ってくるにつれて全員

でやり切るムードができてきました。最後まで四役についてきてくれて本当にうれしかったで

す。ありがとう。 

金巻憲毅   私は演劇で、ステージ照明をしました。ゲネプロやリハーサルではうまくできていなかったの

ですが、最後の方以外はキャストに頼まれたタイミングで消すことができたので、良かったで

す。 

佐々木那由多 総合司会、文化祭実行委員、演劇のキャストと今年の文化祭は去年までとは違い、圧倒的に忙

しかった。それから生まれたミスにより、演劇などでミスが出たことを反省している。計画性を

もって活動しなかったことを非常に後悔している。 

佐々木涼河  ぼくは、文化祭実行委員になり今年の文化祭をすこしでも楽しくしようとがんばりました。今

年のテーマの『The One』の垂れ幕をつくったりしました。今年の文化祭は大成功して良い思

い出になりました。 

塩崎寛英   私は、大道具だったが音響(手伝い)について述べたい。９C の演劇は劇中で録音した音声が何度

も用いられた。録音して、編集して、録り直して･･･と、毎日多忙ではあったが、チームとして

楽しく活動し、成長できた。 

 



柴山大輝   僕は脚本として演劇をしました。本番まで脚本がころころ変わって皆に迷惑をかけてしまって

ごめんなさい。でもこのクラスの演劇の脚本を書くことができて、とても楽しかったです。 

ｻﾗﾀﾞﾊﾞｰｰ!! 

大丸晃広   僕は体育祭の実行委員で、体育祭の企画・運営をしました。今年は企画を考えるのにたくさん

の時間を使ってしまい、練習がぜんぜんできませんでした。それでもみんなが静かに話を聞い

てくれたりしたおかげで体育祭を成功することができました。 

竹内希    僕は、長を２つも請け負っていたんですがもう 1 人の副実行委員長が総合司会であまり手伝え

ないというとても大変な立場でした。そんな状況でもがんばってくれた文実のみんなと、みん

なを引っ張ってくれた実行委員長に感謝したいです。 

土田将誓   例年どんどん演劇のクオリティが低くなってきています。しかし、C はギリギリでありながら

も、まぁまぁ内容のある(？)ものをつくれたと思います。まぁ、私はあまり役には立てなかった

と思いますが。 

畑中泰治   僕は演劇を毎年楽しみにしていて、今回は自分たちの番でしたが、とても楽しかったです。時

間も少なく準備も大変でしたが、達成感がすごくあって良かったです。よい思い出になったと

思います。 

春田太郎   自分はキャストとして精一杯頑張ったつもりです。皆さんがどう思ってくれたかは分かりませ

ん。でも皆９Cの演劇についてとても好評だったことはとてもうれしく思っています。 

見附陽翔   夏休みから活動をはじめてきたけどとても大変でした。僕は監督と呼べません。大した仕事も

できず、任せてばかりで、総合司会で演劇にいけなくて、本当に何もできなかったけどクラスの

皆のおかげで成功できてよかったです。 

村中啓悟   ダンスが苦手で、他の人に任せてばかりだったけど、なんとか２位をとれて良かったしうれし

かったです。もう一回夏休みからやり直したいです･･･。 

山口拓人   夏休みが終わった時点でオープニングの撮影を一つもやっていないという緊急事態の中、多く

の人の協力もあり、なんとか当日に間に合わせることができました。総合司会として未熟でし

たがありがとうございました！ 

山本大雅   演劇で最後まで時間が無くてギリギリだったけど本番は楽しくできて良かったです。すごく脚

本がカットされてちょっと意味がわからないとこもあったけど面白かったです。 

山本真大   夜遅くまで照明脚本を書くのは思ったよりも大変だったが達成感はすごく照明のチーフをやっ

て本当に良かったと思う。また、本番に関しても加藤君のおかげもあって成功してよかった。 

吉田洸希   今回、僕達９年生は演劇でしたが、僕は大道具の仕事をしていました。大道具でもギリギリに

なって背景幕にもう一度手を加えていたりして本番までに間に合うのかなと思っていましたが

なんとか間に合うことができました。 

伊藤愛菜   『かがみの孤城』は原作が長く、ファンタジーなので演劇にするのが本当に難しかった。前日の

リハーサルまで演劇として形になるのか、すごく不安だったが、キャストも裏方も本番を前に

団結して最高の演劇ができたと思う。 

榎梨乃    私は、自分たちの中で一番良い演奏ができたと思います。「流浪の民」は強弱やリズムが難しい

ところが多くありましたが、９Cと似ている部分も多くあり、クラスの魅力を発揮できたと思 

います。本当にありがとうございました。 

大池花    今年の文化祭は３年間で一番忙しく、一番思い出として残るような楽しい文化祭でした。演劇

では主人公をやらせてもらい、初めての経験だったので不安と緊張もあったけれど、本当に楽

しく活動できて良かったです。 

川本真愛   私は、演劇でキャストと小道具をやりました。キャストは脚本が変わるたびにセリフを覚え直

さなくてはいけなく、大変でした。小道具は鏡をつくるのが特に大変でした。演劇を通して、全

員が自分の役割に責任を持つことが大切だと思いました。 

木村環希   今回、私は初めて企画、運営側にまわって文化祭に参加しました。円滑に進めるための準備と

か、当日の照明とかいろいろ大変でしたが、終わった時には今までにない達成感を感じること

ができました。貴重な経験です。 

齋藤愛    義務教育最後の体育祭は、W２位というなんとも言えない結果に終わってしまいました。です

が、最高に楽しむことができました！あんなに感動した体育祭は初めてだったので、本当に幸

せだなと改めて実感しました。 

坂下さくら  今回の文化祭の演劇では、団結力を深めることができたと思います。本番直前まで時間内に終

えられるのか不安だったけど、道具移動に気を配ったりして成功させることができました。と

ても楽しかったです。 

 



清水麗    私は、文化委員副委員長として、招集係の総括をしなければならなかったのですが、前日リハ

で大分時間をとってしまいました。自分のことだけでなく全体を把握することが大切だと実

感しました。 

諏訪ひなた  私は、保体委員で体育祭実行委員でした。夏休みから準備していたので当日の役割も果たせた

し、全校のみんなも楽しむことができたと思うと、とてもうれしいです。青組もダブル２位です

ごく楽しかったです。 

高倉楓    文化祭の演劇では、ギリギリまで脚本が変わったり、小道具を作っていたりと、本番まで間に

合うのかとても不安でしたが本番では無事に成功してよかったです。最後まであきらめないこ

とが大切だと思いました。 

武田日茉莉  私は、合唱祭で Gloriaと群青の伴奏を弾かせていただきました。弾いている最中、体育館中に

響き渡る美しいハーモニーを感じる事ができて、感動したのが印象に残っています。楽しい時

間をありがとうございました。 

津田咲羽   演劇の時間に全力を尽くしすぎて毎日が疲れた。準備の時間も楽しみたかったのに、焦りの方

が勝ってしまった。だから、演劇を終えたときの達成感は素晴らしかった。この仲間だからこ

そ、大きな困難が乗り越えられた。 

筒井穂乃花  私は文化祭の演劇で大道具の役割をした。絵を描くのが得意なので、貢献できたと思う。色や

絵などを間違えたこともあったけれどみんなで協力して鮮やかな幕をつくりあげることができ

たので最高の思い出になった。 

寺田百合子  私は副団長という立場に立ち、私の人生の中で最も高い壁にブチ当たりました。想像をはるか

にこえる大変さでしたが、本番では今までで一番いい応援が出来て良かったです。みんなのお

かげです。青組最高―!! 

南部琴巳   台風や体育祭の延期により、時間が無かったり、色々揉め事があったりと大変でした。しかし、

そんなことを感じさせないような良い演劇が出来たと思います。中学校生活の最高の思い出と

なりました。 

平沼真衣   演劇はぎりぎりまでまとまらず９Cの皆(特にキャスト)は当日を迎えるのが怖かったと思いま 

す。でも９C の団結力のお陰で当日は成功に終わりました。内容的には１番濃かったと思いま 

すよ(個人的に)。 

三村舞衣   「かがみの孤城」お客さんの目にはどう映ったのでしょうか。舞台袖の慌てる音が聞こえてい

た人もいたと思います。たくさんぶつかり合ったけれど、それも含めて本当に楽しかったです。

オオカミ様、ありがとう！ 

村田佳菜女  私は今回の体育祭で応援団をさせていただいた。青組は曲替えを何度もし、準備も遅れた。そ

れでも９Cはついてきてくれた。競技も最後の最後まで諦めなかった。結果はともあれ、私は 

９C の一員であることを誇りに思う。 

山田桜子   夏休みから、応援団で練習が始まり、夏休みが終わり全学年での練習が始まったと思ったら、

すぐ本番…という短い時間だったけれどその中でも応援をみんなで創り上げることが実感でき

て、本当に楽しい体育祭でした!! 

吉村緋菜乃  今年やっと私達の学年が演劇をする年になり、脚本として C 組みんなをサポートしたが、脚本

やキャストの指導が意外と大変で落ち込む日もあった。でもみんなと創りあげた演劇はやりが

いがあり、とても楽しかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


