
 

 

 

 

心のハーモニー 
校長 荒川 徳子 

令和 4 年 10 月 21 日、晴れ。空

はきれいに晴れ渡り、気持ちの良い朝

となりました。今年度の合唱コンクー

ルの成功を予感させる澄み切った空

と空気に心躍りました。合唱コンクー

ルの練習が始まった頃、「今年の合唱コンクールは大丈夫だろうか。」と不安に襲われたことがあり

ました。学年で課題曲を歌ってみたところ、あまり声が出ていなかったからです。しかし練習を重

ねるうちに、徐々に声が出るようになり、合唱らしくなりました。その時、「これは相当伸びしろが

ある。」と確信しました。日々の練習を聴いていると、うまくなったかと思えば、また一気にダメに

なるという繰り返し。3 年生には厳しいことを言ったこともありました。しかし七中生は決してあ

きらめず、毎日地道に練習に励みました。歌詞がなかなか覚えられず苦戦したクラスもありました

ね。コンクールが近づくにつれ、心のこもったハーモニーが聴こえるようになりました。友達とは

もりながら歩く人、自由曲を歌いながら帰る人等、学校中が歌声にあふれるようになりました。「こ

れなら大丈夫かも。」と思えるようになったのです。当日朝の練習時間をぎりぎりまで使い、最後の

調整をしていた 3 年生。最後の合唱コンクールにかける思いをそこでも感じました。ウィーンホー

ルは本当に響きの良いホールです。そして客席とステージが近く一体感も感じられます。初めての

1年生どう感じたでしょうか。10時55分。ホールの明かりが消え、静まり返る中、ピアノの音色

が響き渡ります。そのピアノをＢＧＭに、素敵な詩を素敵に語る 3 年実行委員。また今年も七中伝

統の語りで幕が開けました。トップバッターの 1 年生。緊張したでしょう。しかし初めて合同練習

したあの日から、何倍も上達していました。ともかく真面目に一生懸命練習したことがわかるステ

ージでした。とても初めてのステージとは思えないくらい楽しく歌っていました。1 年生が見事に

歌ったことにより、上級生も「負けてはいられない、頑張らなくては」と火が付いたことでしょう。

続く2年生。パワーあふれる2年生は、期待通りに歌ってくれました。1年生とは違う混声合唱の

響きを出してくれました。女声が少ないにもかかわらず本当に一生懸命歌っている姿が素敵でした。

最後は3年生。お昼休みに最後の練習を行い、本番に備えました。さすが3回目になるとステージ

には慣れていたでしょう。しかし3

年生には「最上級生としての重圧」

がかかっています。その重圧に耐え

られるのか。耐えうるだけの練習は

してきました。前日昼休みの「大地
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讃頌」を聴いて、「これならいける」と確信したのです。2 組の「Gifts」女声アルトのアルトらし

い歌声で始まるこの曲。そのメロディーを包み込むソプラノの優しくも美しい歌声。まるで流れ星

を思わせるようです。そこに男声の重厚な響きが加わり、テンポも曲調も変わるこの曲。それぞれ

の雰囲気を工夫して出していました。聴いている人みんなに素敵な「Gifts」をくれました。続く1

組の「虹」この曲も女声の美しいメロディーから始まり、男声のまとまりある声がそれに続きます。

その後サビで一気に盛り上がり、その後の柔らかい男声の歌声。終わり近くにあるソロ。緊張した

と思いますが、立派に歌い切りました。最後ホールに素敵な「虹」がかかりました。どちらのクラ

スも素敵な合唱に仕上げてくれました。聴いている人にみんなの「心」が伝わりました。一生懸命

心を込めて歌ったその姿、その歌声は聴いている人に感動を与えました。ありがとう。合唱を好き

な人もいれば、嫌いな人もいます。しかしこのコンクールに向けて、みんながクラスのために一生

懸命でした。クラスのために…という思いをみんながもったから頑張れたのです。クラスの仲間と

歌えることは楽しい、と感じたと思います。仲間と一つのことを創り上げる喜びも感じたでしょう。

コンクールですから、勝敗はついてしまいます。しかし勝敗を超え

た何かを一人一人がつかみ取ったのではないでしょうか。実行委員

さんありがとう。指揮者・伴奏者・パートリーダーの皆さんありが

とう。クラス紹介者さんありがとう。書道部の皆さんありがとう。

美術部の皆さんありがとう。最後に七中生、ありがとう。保護者の

皆様、温かい声援ありがとうございました。そして、お手伝いいた

だきましたＰＴA役員並びに係の皆様、ありがとうございました。 

 

聴く者の心を揺り動かす歌声         合唱コンクール担当   M N 

今年の合唱コンクールでも、府中の森芸術劇場ウィーンホールいっぱいに素晴らしい歌声が響き

渡りました。コンクールですので、賞の有無という結果は出ましたが、それ以上にどのクラスも素

晴らしい歌声を披露してくれました。これまでの練習で培われた学級の団結力や絆のようなものが

表現された、見事な発表だったと思います。合唱には、人を感動させる力があると思います。きっ

と歌う人たちの必死さや思いが、歌に乗って表現されるからなのでしょう。今年の合唱コンクール

はどの学年、どのクラスも優劣をつけるのが難しく、審査員の皆さんも悩まれたことと思います。

それは、七中生のみなさんが一人ひとり自分のできることをして、一生懸命合唱に向き合ったから

です。それこそが学校行事として合唱コンクールが行われる最大の目的であり、その意味でも大成

功だったと言えます。そして、何よりも今年度は３年ぶりに保護者の皆さまに生徒たちの努力の成

果を披露できたことを嬉しく思います。マスクをつけたままの歌唱を求められ、難しさもある中で

すが、生徒たちの思いは届いたのではないでしょうか。最後に、当日ご来場いただきました保護者

の皆さまには、学年ごとの入れ替え制をとり、ご面倒をおかけしたかと存じますが、大変スムーズ

な入れ替えにご協力くださいましたことに感謝申し上げます。今後とも、本校の教育活動にご理解、

ご協力くださいますよう、お願いいたします。 



後期生徒総会を開催しました 

合唱コンクールで得たもの     合唱コンクール実行委員長 ３年２組  H T    

生徒の皆さん、合唱コンクールに向けての準備、お疲れさまでした。今回の合唱コンクールでは、

最善を尽くせたでしょうか？私の目には、各クラスが全力を尽くし、ハーモニーをつくり上げてい

たように見えました。優秀賞に輝いたクラスも、そうではないクラスも、どちらも心に響く歌声で

した。賞をとれるかだけが、合唱コンクールではありません。これまで練習を重ねる中で得たもの

や、クラスの仲間との団結や協力など、今回の取り組みが今後のクラスによい影響を与えること間

違いなしです。今年の合唱コンクールのスローガンは「共鳴」でした。その言葉通り、皆さんと一

緒に力を合わせて最高の合唱コンクールをつくり上げることができました。これまでのご協力あり

がとうございました。 

 

 

                          

10 月 6 日(木)に、後期生徒総会を開催しました。新型コロ

ナウイルス感染症の感染状況を鑑み、リモートでの実施となり

ましたが、集合での総会同様、内容のとても濃い、意味のある

会にすることができました。準備から運営まで、全て生徒会の

手によるこの生徒総会。生徒会役員や学級代表役員、専門委員会の委員長たちが、練りに練った活

動計画を提案、発表し、全校生徒で審議します。スタジオとして使用した被服室と各教室は、リモ

ートでしっかりと繋がり、提案者たちの気持ちは画面越しにし

っかりと伝わっていたようです。リモートだったため提案に賛

成の生徒には議案書をかざす方式での採決でしたが、結果、す

べての提案が承認され、後期生徒総会が無事に終了となりまし

た。全校生徒の総意に基づく生徒会活動として、これからの半

年間も充実した活動が続きそうですね。  

                                         

 

コミュニティ協議会主催の文化祭と運動会が開催され、それ

ぞれ七中生たちが出演、運営の協力に取り組みました。10月

９日の文化祭の中では、地域の小学生たちのダンスグループと

共に七中のダンス部が出演し、ステージを華麗に盛り上げました。七中のアリーナを会場にした発

表でしたが、大成功でありました。また3年ぶりの開催となった10月29日の運動会では、例年

通り陸上部が運営に協力しました。きびきびとした動きで、進

行と運営に貢献し、十分すぎる存在感を発揮してくれていまし

た。更に今年度は史上初！吹奏楽部とダンス部のコラボレーシ

ョンによるパフォーマンスで地域の一大スポーツイベントを

地域を盛り上げる七中生たち 



府中市総合防災訓練が開催されました 

小中連携あいさつ運動を実施しました 

盛り上げ、地域の恒例行事の復活に花を添えたのでした。この地域で、武蔵台文化センターと並ん

で拠点となっているのが外ならぬ七中です。コロナ禍の影響で地域行事にもかなりのブランクがで

きてしまいました。しかしポストコロナを見据え、新たな形に生まれ変わるチャンスでもあります。

地域を支える七中生たちは、こうした行事を通して発表の機会を得て、ますます存在感を発揮し、

地域の皆様方からも大変高く評価を受けています。きっと地域の将来を担う存在になってくれるこ

とでしょう。これからも七中生たちの活躍に、どうぞご期待ください！                                

                          

 

10月23日（日）、本校を会場とした府中市総合防災訓練

が実施されました。毎年、市内の1校が会場となり行われる

この行事。府中市内には現在、33 校の小中学校があります

ので、単純に計算すると約 30 年に一度の大イベントということになります。当日は高野市長さん

をはじめとして、大変多くの方にご参加をいただき、とても意義のある訓練にすることができまし

た。自衛隊による災害復旧の実演や、府中消防署のレスキュー

隊による救助訓練の様子、消防団、消防少年団の皆さんによる

放水など、見どころがいっぱいでした。また各町内会の方にも

ご協力をいただき、武道場にて災害時の避難所設営体験、AED

による救助訓練等、正に地域が一体となった訓練でした。七中

生たちもちょこボラの一環として 30 名程がこの訓練に参加し、災害時の様子や地域防災について

の体験をしていました。当日は多くの人たちでにぎわう府中第七中学校でしたが、七中生たちの赤

いジャージもとても目立ち、活躍する姿が見られました。令和元年度の台風 19 号の際には、七中

も実際に避難所となり、避難してきた市民を受け入れる側に

なりました。また今から12年前の東日本大震災のときには、

被災地の避難所で中学生が大活躍をしたと言います。生徒た

ちの意識を高める、とても良い機会になりました。最後にな

りましたがご協力をいただきました保護者の皆様、地域の皆

様、ありがとうございました。 

 

 

10月２４日(月)から28日(金)の5日間にわたって、七中

学区恒例の「小中連携あいさつ運動」を実施しました。七小

と武蔵台小に生徒会役員と生活給食委員の生徒が出かけて

行き、小学生たちに元気いっぱいのあいさつをします。また小学校の方でも代表児童が正門付近で

一緒にあいさつ運動を行うため、両校ともとても元気のあふれるあいさつ運動にすることができま

した。1年生から 6年生まで、とても年齢の幅が広い小学生だけに、ランドセルに比べて体の小さ



生徒会朝礼で引き締まった朝の時間を 

な 1 年生から、中学生並みにガッチリとした 6 年生がいる

中でも、ひときわ頼もしく存在感を放つ七中生。将来的には

七中に入学する子がとても多い両校ですが、よいお手本を示

すことができたようです。七中学区で共に生活をする仲間と

して、これからもあいさつを大切にし、気持ちのよい地域に

することに貢献していって欲しいと思います。 

10 月２４日(月)に生徒会朝礼を行いました。生徒会朝礼

としては久しぶりにアリーナに全校生徒が集まっての朝礼

になりました。今回の生徒会朝礼の中では、3年学級代表委

員会と、保健委員会からの発表がありました。3年学級代表

委員会からは、9 月に実施した修学旅行について、スライドショーを交えたプレゼンテーションを

行う中で、楽しかったことや印象に残ったことを説明し、また修学旅行のために協力してくれた方

たちへの感謝の気持ちが発表されました。そして今回の修学旅行を通しての成果と課題について発

表があり、次年度以降、修学旅行に出かける後輩たちへ、熱いメッセージも送られたのでした。ま

た保健委員会からはけが人等が発生した場合に使える、簡単な手作り担架についての実演がありま

した。先般の総合防災訓練もそうでしたが、こうしたことが役に立たないのが一番良いのです。し

かし不幸にして発生するのが事故というもの。大きなけがをした仲間がいた時、どのようにして医

療までをつなぐかを考えられるようになるのが、中学生とい

う年齢なのかもしれません。本校の卒業生には、急病で倒れ

た人のために AED を届け、人命救助に貢献した先輩もいま

す。人を助ける場面に遭遇したときに備えて、保健委員会か

らの熱い思いを全校生徒で受け止められたようです。 

 

「小中連携の日」とは、府中市教育委員会独自の取り組みで、

市内11校の中学校と、22校の小学校が連携をして指導と評

価について考える機会になっています。10月26日に府中七

中と府中七小、そして武蔵台小、3校の教職員が集まって、小

中連携の日の研修会を開催しました。そして教科の指導や生活指導、特別支援等についての情報交

換をする貴重な場をもつことができました。1 学期は七中が会場でしたが、今回はお隣にあります

武蔵台小学校が会場です。5時間目の授業を参観し、来年、七中に入学する 6年生たちも、頼もし

い学習の様子を見せてくれました。授業参観後、いくつかのグループに分かれての会議を行い、七

中での課題は、実は小学校にも共通していることが確認できました。そして小学校と中学校が連携

10月2６日は小中連携の日でした 



して、9年間の義務教育を見据えた指導を続けていく方向性に

ついて考え、具体的な実践につなげていきます。既に行われた

小学生の陸上記録会に向けての中学校の先生たちによる指導、

あいさつ運動に加えて、読書活動や進路に関する情報の共有を

通して、ますます一体感ある七中地区になりそうです。 

 

本校では重要な連絡や予定の変更等について、紙面によるお知らせの他に、一斉メールとスマー

ト連絡帳、ホームページを活用して行っています。特に土曜日、日曜日等、授業のない日について

は、これらデジタルツールで対応する必要があるため、一斉メールもスマート連絡帳も、加入率を

１００％に近づける必要があります。さらには府中市教育委員会では省資源の観点からペーパーレ

スを推進していく方針です。本校としても将来的には配布物をスマート連絡帳に一本化することも

視野に入れておりますので、一斉メールとスマート連絡帳に未加入の方は、ぜひ登録をお願いいた

します。ご不明な点につきましては、副校長または担任までお問い合わせください。登録方法の説

明書をお渡しいたします。 

★七中ブログはセキュリティのため、定期的にパスワードを変更しています。★ 

 

ユーザー名：    パスワード： 
 

 

一斉メールとスマート連絡帳への登録のお願い 

月 日 曜日 主な予定 月 日 曜日 主な予定

１日 火 安全指導日　進路面談（3年生） １６日 水 清掃なし　全学年5時間授業

２日 水 全学年5時間授業　進路面談（3年生） １７日 木

３日 木 文化の日 １８日 金 期末考査1日目　全学年4時間授業

４日 金 進路面談（3年生） １９日 土

５日 土 ２０日 日

６日 日 ２１日 月 期末考査2日目　全学年4時間授業

７日 月 全校朝礼　進路面談（3年生） ２２日 火 期末考査3日目　全学年5時間授業　地域清掃ボランティア

８日 火 進路面談（3年生）   花植えボランティア ２３日 水 勤労感謝の日

９日 水 全学年5時間授業 ２４日 木 清掃なし

１０日 木 進路面談（3年生） ２５日 金 保護者アンケート配付

１１日 金 進路面談（3年生）　簡易清掃 ２６日 土

１２日 土 ２７日 日

１３日 日 ２８日 月 学年朝礼

１４日 月 生徒会朝礼　清掃なし　専門委員会 ２９日 火 校外学習（1年生・都内見学）

１５日 火 ３０日 水 避難訓練　清掃なし　全学年5時間授業

１１月１１月


