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創立４０周年記念 上中 合唱コンクール
ふるさと上石津 日本昭和音楽村

１０月３１日(金)

江口夜詩記念館 音楽ホール にて
『故郷というものは何年たっても懐かしい、そして温かい
ものが待って居てくれる所である』 江口夜詩顕彰碑文より
この音楽ホールでの合唱コンクールは、
ふるさとの温かく良い思い出となることでしょう。

江口夜詩記念館

合唱コンクールを参観した保護者からは、「親が中学生の時、歌った曲を子どもが歌ってくれ、うれしか
った。何十年経っても変わらないのが合唱のよさだなあ～と感じました。」「４０周年と伺い、伝統が受け
継がれていることを大変嬉しく思いました。」「近くの施設ですがなかなか行く機会がなかったので今回見
れてよかったです」等、会場の収容数の問題を越えて、地域連携の意義に賛同する声を多くいただきまし
た。ご来場の皆様には、席に余裕がなくご不便をおかけしました。皆様からいただきました貴重なご意見
を来年度の参考にさせていただきます。ありがとうございました。

『江口夜詩記念館』（平成６年完成）
□作曲家 江口 夜詩（えぐち よし）
江口 夜詩 明治36年、時村生まれ。16歳で海軍
軍楽隊に入団。東京音楽学校通学、昭和6年海軍を
退役。「憧れのハワイ航路」「赤いランプの終列車」な
ど数々のヒット曲を作曲。生涯作曲数は4,000曲を超
える。昭和53年死去。
□作曲家 江口 浩司（えぐち ひろし）
上石津中学校校歌 作詞作曲
昭和2年生まれ、夜詩の長男。「忘れな草をあなた
に」「下町の太陽」が代表作。全国の校歌なども作曲。
第52回日本レコード大賞特別功労賞他受賞。平成22
年死去。
【公式】森と湖自然公園 日本昭和音楽村オフィシャルウェブサイトより引用

□保護者アンケート集計結果 （回答 １０７名／１５２名）
合唱コンクールを参観されましたか。
評

価

項

目

回答率

７０％

参観した ６６人 参観しなかった４１人
とてもよかった

よかった

あまりよくなかった

年度 24 25 26 24 25 26 24 25 26
① 演奏の表情・声の大きさは、よかったか。

６７ ６７ ６２ ３３ ３３ ３５

０

０

３

② 演奏に響きや一体感があってよかったか。 ６９ ７８ ７０ ３１ ２２ ３０

０

０

０

③ 演奏を聞く生徒の態度は、よかったか。

７１ ８０ ７３ ２９ ２０ ２６

０

０

２

④ 会の進行・運営は、よかったか。

５３ ６８ ４７ ４４ ３２ ５２ ３

０

２

多くのご意見、ご感想をありがとうございました。今後の参考にさせていただきます。
※上石津中学校合唱コンクールは「岐阜県ふるさと教育週間」「大垣市学校ふるさと夢育て」事業の一環として行っています。

ふるさと 大垣・上石津から学ぶ 「キャリア教育」
１年「職場見学」１１/１９ → ２年「職場体験」１１/６・７を実施
１年「職場見学」

職場を見学し、将来に向けての夢や働くことの意義、今努力することを知ろう。
日本耐酸壜工業

□選択研修
大黒屋食品 金蝶園総本家
大橋量器 大垣共立銀行本店
大垣郵便局 丸の内保育園
大垣徳州会病院
□全員研修
日本耐酸壜工業

大垣郵便局

２年「職場体験」

見学事業所

働くことの意義を直接、自分の目で確かめ、その価値や大切さを考える。他

（株)ダイアモールディング

一之瀬保育園

料理 水谷

□ 体験事業所 次の事業所にお世話になりました。ありがとうございました。
特別養護老人ホーム友和苑 ・ ケアサポート柚子壱番館 ・ ハッピー桜 ・ 上石津老人福祉センター
上石津デイサービスセンター ・ 牧田保育園 ・ 多良第二保育園 ・ 一之瀬保育園 ・ 時保育園
料理水谷 ・ （株)ダイアモールディング ・ サークルＫ牧田店 ・ (有)三喜工業
（順不同）

この職場学習は、来年度は、「ふるさと大垣科」の授業につなげていく予定です。
ふるさと大垣の産業、街づくりへの興味・関心を高めるとともに自分づくりを目指します。
地域の皆様のますますのご協力をお願いします。

1２月の行事予定
１日（月） 登校指導
４日（木） ひびきあいの日（人権集会）
校内人権週間（～12）
９日（火） 三者懇談会（～12）
１2日（金） 図書返却締切
１3日（土） 市中学校文科系作品展
１5日（月） 登校指導
１6日（火） 冬休み本貸出（～19）
１7日（水） 生徒朝会
19日（金） 職員会
22日（月） １年生まとめの会
23日（火） 祝：天皇誕生日
24日（水） 地区生徒会・大掃除
25日（木） ２年生・３年生まとめの会
26日（金） 終業式
（下校バス15:45）
・三者懇談会中の日課
部活動 14:30～16:10
下校バス 16:30（雨天部活中止の時 14:40）
・冬日課（12/22～1/13）下校バス＝16:20

地域で活躍する上中生
上石津地区社会福祉大会 11/９(日)
上石津地区社会福祉大会で、１年 三輪あゆな さんが
意見発表（作文披露）をしました。
また、以下の生徒が同大会作品展で入賞しました。

○受賞者のみなさん おめでとう！
書道の部

ポスターの部

標語の部

作文の部

最優秀賞
優 秀 賞
佳 作
最優秀賞
優 秀 賞
佳
作
最優秀賞
優 秀 賞
佳
作
最優秀賞

３年
２年
１年
２年
１年
３年
１年
３年
２年
１年

桐山
肥田
本杉
川添
辻下
伊東
三輪
丹羽
田中
三輪

もなみ さん
幹
さん
柊威 さん
葵以 さん
真希 さん
優佳子 さん
百花 さん
隼斗 さん
孝樹 さん
あゆなさん

本年のご支援、ご協力ありがとうございました。
来年もよろしくお願いします。

皆様、よいお年をお迎えください。

