
体育大会の反省・感想を皆さんに書いていただきました。みんな、色々なことを感じ、成長し、たくさんの思いを持ってくれてい

ました。１年生～３年生まで少ないですが、いくつか紹介したいと思います。

〇自分や仲間の頑張りについて 

【１年生】

★リレーも大縄も、練習でも本番でも１番をとることはできませんでした。でも、練習の時から順位が決まっていても全員で走って 

いる人を応援していた姿、ひっかかってしまっても文句を言わず、応援したり励ましたりする姿がたくさんありました。大縄では

特に続けて跳べない子を間に入れてあげたり、後ろから押してあげたりと全員が続けて跳べるように協力していました。みんなが

全力を出し、全力で楽しんでいたのでよかったです！！ 

★自分も仲間も本当に頑張ったと思います。私は運動が得意ではなく、体育大会が心配でした。大縄も最初は跳べなかったし、リレ

ーもうまくいかなかったからです。でも、休日に私と同じような苦手な仲間とたくさん大縄の練習をしました。もちろん初めは跳

べず、『もう無理かな』と思っていたのですが、跳べる人にタイミングや位置を教えてもらい繰り返し練習することで跳べるように

なりました。これは、私だけではなく、他の人も練習していたそうです。それを知って、みんな本当に頑張っているなと思いまし

た。そして、この仲間たちのためにも、もっと頑張ろうと思うことができました。 

★自分は運動が苦手だから、体育大会があると聞いて、クラスの人に迷惑をかけてしまうと心配だったけど、クラスやブロックの人

たちみんな全力で、失敗しても文句１つ言わずに取り組んでいる姿を見て私は安心しました。失敗してもそこからコツをつかんで

いけばいいし、みんなが全力で取り組めばクラスが自然とまとまっていって、体育大会でいろんなことを学びました。大縄では、

みんなの意見を聞いて跳びやすいように回したり、リレーなどの順番では実行委員の人がみんなの練習を見て、タイムが速くなる

ように工夫したり、みんなで声を掛け合って成長ができたと思います。それに、誰１人も嫌がらず目標に向かって全力でしていて、

最初から最後まで楽しかったです。 

【２年生】 

★私と〇〇さんは初めての体育委員で初めての体育大会で不安だったけど、わからないこととかがあって足を引っ張ってしまったり

はしたけど、協力してできたなと私は思う。最初の練習の時は、みんなただやっているだけで、仲間への思いやりがなかったけど、

ブロック練習の時にブロック長・体育委員・先生方のアドバイスのおかげで、仲間への思いやりを持ってできたことでタイムが縮

んだりできたんじゃないかと思う。運動が苦手な人がいて、工夫してやっている時に、体育委員だけが気にするんじゃなくて、ク

ラスのみんなが気遣ってくれたし、大縄で跳べると握手をしていていいクラスだなと思った。休みの人が多くてダブりがいる時も

『私、ダブろうか？』と言ってくれたり、体育委員が言う前からダブってくれる人達がいて優しいなと思った。 

 

★３年生の先輩方の頑張りが目立っていました。どんな時でも全力で、負けても笑っていたのは、練習していた時頑張ったことが結

果に出たからだと思います。自分も仲間も全力で美しい頑張りだったと思います。 

★僕は、最初は『体育大会ちょっとめんどくさいな、１日に何時間も体を動かしたくないな』と思っていて、乗り気じゃなかったし、

あまり熱心に取り組んでいませんでした。だけど、クラスメイトやブロック長、体育委員の方が声を張って、一生懸命に取り組む

姿を見て、学校や生徒のためにここまでやってくれているんだと思い、そこから真面目に取り組みました。そうすると、今までめ

んどくさいと思っていた大縄や旋風も楽しいと感じ始め、声も出すようになりました。仲間が頑張っている姿はかっこいいし、心

を動かすということを知ったので、これから自分もそうなれるように頑張っていきたいです。 

 

★私達体育委員についてきてくれたクラスのみんな、仲間に感謝しています。私は当日、途中で抜けることになってしまいました。

でも、もう１人の体育委員を中心に取り組んだと聞いてほっとしました。私達以外にも声をかけてくれた人が沢山いました。練習

の時も当日も声かけをしてくれていてとても頑張っているいい姿だなと思いました。体育委員じゃなくても自分で行動している人

もいて嬉しかったです。私が抜けても、私がいるかのように取り組んでくれて感動しました。私達のクラスは、みんなが一生懸命

に取り組み頑張れたと思います。来年もこのクラスでしたいと思うくらい一致団結できました。このまま文化祭も全員で頑張りた

いです。 



★自分は体育委員でした。あまり前でみんなをしきるのは得意じゃなくて、あまりそういうことをやったことがありませんでした。

でも、今回やってみようと思って、体育委員になって、たくさんのこと学びました。前でみんなを仕切る難しさ、自分よりもクラ

スのみんなのことを第１に考える大変さ。みんなでやり遂げた時の嬉しさ。たくさんのことを学びました。自分にとってとても良

い経験でした。もっと、みんながこの経験をしてほしいくらいです。体育委員になれてよかったです。 

 

★中学生になって初めての体育大会が、大きな事故もなくこれからの私達の糧（かて）となる良い行事が行えて、本当に良かったで

す。昨年はクラスマッチという形で、クラス対抗で、感染拡大防止のために無観客で行い全校生徒で思うようにできませんでした。 

今回の体育大会も無観客との形で行い、寂しい気持ちもありましたが、日々重ねてきたそれぞれの人の頑張りによって熱く充実し

た体育大会が行えたことに感謝です。また、練習の際は私や他の人たちができないところがあるとコツを教えてくれたり、特に旋

風や大縄などは、跳ぶタイミングをアドバイスしてくれたりとクラスの人たちの心の温かさが分かりました。本番の時はリレーで

明らかに前の人との距離があっても諦めずに全力で頑張る姿が良いと思いました。今回は赤ブロックの勝利として終わりましたが、

どのブロックも相手のブロックをひがんだり妬み合ったり見下したりせずに、悔しい思いをした人はたくさんいるとは思いますが、

気持ちよく快く終われて本当に良いなと思いました。学年・ブロックが違っていても団結し、一体感を感じることができました。

また、美術部による入場門のデザイン・制作も素敵なものとなり良かったです。全校生徒それぞれの熱い気持ちがあったからこそ、

このような形で終わった体育大会、そしてこの一体感、充実感などは文化祭などこれからの私達の成長するための糧（かて）とな

り、良かったです。 

【３年生】 

★千代リレーでは、練習の時から試行錯誤を重ね、どうすれば１位になれるか、みんなで考えて取り組めたと思う。練習も本番も関

係なくいつも全力で勝ちにこだわる同じ仲間の姿はとてもかっこよかったし、自分も全力で取り組んだと思う。１人１人が全力を

出し、最後まで走り抜こうという思いがあったからこそ、負けたら悔しいと思えるし、それ以上に楽しい・最高だったと思えたの

だろう。みんなが団結し、クラスや学年、ブロックを超えて千代中のみんなが１つになって創り上げたこの体育大会が全員にとっ

て１番の思い出になっていると思うので、今年体育大会ができて本当に良かったと思う。 

 

★私は誰よりも〇〇さんが頑張ったと思います。練習の時縄が怖くて５回くらいあけないと跳べなかったけれど、本番、みんなの応

援で続けて入ったり少しの間だけで縄に入ることができていました。私はクラスのみんなの応援はすごく心強いものだと改めて感

じることができたし、この大縄を通してクラスの団結力があがったので、本当に宝物になりました。 

 

★生徒会が千代中の伝統を受け継いでくれた『全校応援』で皆がそれぞれのブロックを応援していたことは本当にすごいことだと思

った。千代リレーでも皆がゴールしている中、最下位だと分かっていても走り切ろうと頑張る姿にとても感動した。そして、ブロ

ックが違っていても応援していた生徒の姿は千代中だから見れたのかなと思った。 

 

★リレーの時、最後までみんなが違うブロックの走っている人を応援していて、ブロックだけでなく学校全体のまとまりを感じまし

た。みんながそれぞれ『勝ちたい』という思いが強くて、すごく熱気があり、さらにパワーをお互いに与えられていたと思います。

その『勝ちたい』という思いが、『みんなで成功させたい』という思いにつながって、とても良い経験ができました。ブロックの成

績発表のときに、順位が最下位でも喜んでいる友達の姿が印象に残っています。大縄の時も、アクシデントがあり、いつもより回

数が跳べないかもと思ったけれど最後まで１回でも記録を残そうという思いが１つになった気がします。 

 

★千代リレーの時、友達がバトンを渡してくれた時に『ごめん、がんばれ！』と声をかけえてくれました。その友達は運動が苦手だ

ったけど、とても全力でした。その一言があって私は全力で走り、頑張ることができました。３年生だからこそ、勝ちだけにこだ

わるのではなく、団結力や仲間を信じること、今回はそのことを深く学ぶことができました。 



〇ブロック長や体育委員、リーダーなど体育大会を支えてくれた人たちについて 

【１年生】

●ブロックをまとめ上げてくれたブロック長が、大縄でなかなか上手くいかなかった時に、わかりやすいアドバイスをしてくれてい

ました。３年生は今年が最後だったけど、来年・再来年の体育大会の時に後輩にアドバイスできる今回のブロック長みたいになり

たいと憧れました。僕達に『感動を』与えてくれたブロック長に感謝です。 

 

●私の友達の体育委員の人が、毎朝早くに学校へ来て、グラウンドで話していたのをずっと見ていました。そして、毎朝きちんとそ

の日の計画を教えてくれました。ブロック長は、大縄や旋風、バトンパスがうまくできる方法を１つ１つ丁寧に教えてくれました。

その友達や先輩たちの姿を見て、一番感じたことは『かっこいい』ということです。人のために、仲間のために、自分の時間を削

りあんなに頑張ってくれた姿はとてもかっこよく見えました。私が知らないところでも池田小学校からテントを運んでくれた先生

方、グラウンドを整えてくれた先輩などたくさんいると思います。人の見えないところでも頑張れることは素晴らしいなと感じま

した。 

 

●コロナ禍で体育大会を開いてくださった校長先生や先生方、ブロック長さん、体育委員をはじめ、いろんな委員の方々に感謝して

います。密を避けるためにテントを張り、会場づくりなどで朝早くから準備してくださったり、放課後残って準備してくださった

りと、体育大会を成功させるためたくさん努力してくださった方々、本当にありがとうございました。 

●今回の体育大会ができたのは、先生方ももちろんですが、体育委員、ブロック長、生徒会の３年生、２年生のリーダーの方々のお

かげだと思いました。生徒会を含め、体育委員長の久野先輩はいろいろな活動で大変な中、最後まで全学年をまとめていた姿に、

私は思わず『すごい』という一言が出ました。赤・青・黄のそれぞれのブロック長の先輩方の各ブロックを応援する声と姿は、ど

の先輩たちよりもかっこよかったです。自分たちのブロックを盛り上げるための１つ１つの行動がキラキラしていました。 

【２年生】 

●ブロック長、体育委員についてきてくれたのは、ブロックのみなさんでした。勝ちたいという気持ちがなかったり、自分は頑張ら

なくて周りの人に任せとけばいいやっていう人がいなかったからこそ最高な体育大会が行えたと思います。ついてきて支えてくれ

た皆さんに感謝しています！そしてブロック長についていって良かったなと感じます。 

 

●私は、去年のクラスマッチの時に体育委員を経験しました。そのときもすごく大変だったのに体育大会になると本当に大変だった

と思います。一番身近な体育委員は、朝や放課後などたくさんの時間を使って作戦を考えていました。ブロック長や体育委員はみ

んなの前で話したりしていてすごいなと思いました。体育大会終わりのブロック解散式では、ブロック長が泣いているのを見てす

ごく学ばせられることがたくさんありました。自分たちも来年あんな風な３年生になりたいと強く思いました。 

 

●今回の体育大会はブロック長、体育委員をはじめ、先生方や近所の人々などたくさんの支えがあったからこそ開催できたと思いま

す。その方々には感謝の気持ちでいっぱいです。縄跳びや旋風でコツを教えたり、士気を高め最高のブロックにしてくれたブロッ

ク長。クラスの順番決めや朝早くから毎日準備してくれた体育委員。体育大会を開催するために夜遅くまで残ったりして準備して

くださった先生方。新型コロナウィルスが流行している中で、開催を認めてくださった近所の方々や親。そして全力で頑張った私

たち。どれが抜けても今回のような最高の体育大会はできませんでした。全員が全力を尽くすことで開催された体育大会。本当に

感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。 

【３年生】 

●ブロック長になっても、体育の時に声かけを友達が手伝ってくれたり、私自身がたくさんの先生や友達から支えられたからこそ、

ブロック長をやり遂げられたと本当に思います。また、体育委員長だった久野さんは、ダンスリーダーや生徒会、体育委員長と体

育大会のためにとても頑張ってくれて、１年生の時の記憶しかないのに、みんなの前で指導したり、私達ブロック長を支えてくれ

て本当に感謝しかないです。 

 

●ブロックを支えてくれたブロック長にお疲れ様という気持ちとありがとうの気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございまし

た。また、体育委員の人達にもありがとうの気持ちでいっぱいです。そしてこの体育大会を支えてくださった教職員の皆さん、本

当にありがとうございました。かけがえのない宝物となりました。 



●ダンス委員が、ダンスの振り付けを最初から作ってすごいなと思ったし、ダンスを覚えれていない人には、ゆっくり丁寧に教えて

いてすごいと思いました。その人達のおかげで自分達が楽しめたと思うし、安心してすることができたので感謝しかないと思いま

した。 

 

●体育大会ができたのは、先生方とこの支えてくれた人達のおかげです。大会をすると決まった日から、体育の授業や放課後などに

努力をしているのをよく見かけました。実際に本番だけでなく、取り組みまでとっても楽しく、学校に行くのが楽しかったです。

それも全てリーダーや委員の人達のおかげです。あと、裏で様々な係の人達が競技の準備や片付けをしているのを見て、頑張ろう

と思えました。 

〇仲間や後輩、先輩に対しての思い。また、来年度の体育大会について 

【１年生】 

★３年生の先輩方が大会の中心となり動いてくれたおかげで、私達１・２年生が楽しめたのだと思います。ダンスとってもかっこよ

かったです。３年生らしいキレのある振り付けが魅力的でした。でも正面から見られなかったのが残念です。体育大会はとても楽

しかったです。初めての体育大会で、『千代中の体育大会ってどんな感じなんだろう』と思っていて、いざ本番となると予想以上の

素晴らしいもので驚きました。来年は今年よりももっと素晴らしいものを目指したいです。 

 

★まず、仲間であるクラスメイトの人達、私が失敗して落ち込んでいたら、励まし一緒に練習してくれてありがとう。おかげで最後

まで挫けず頑張ることができました。本当にありがとう。そして先輩方。先輩方がいなかったら体育大会ができていたのか、と思

うと感謝しかないです。しっかりと『バトン』をもらいました。次は自分達の番です。千代中学校の体育大会を継承し、発展させ、

次の代に『バトン』を渡していきます。任せてください。来年も再来年も最高な体育大会にしていきます。 

★私達は１年生で、体育大会がどんなものなのか、どんな雰囲気なのかを知りませんでした。そして２年生の先輩達も知らなかった

と思います。知っているのは３年生だけ。それなのに、こんなにも感動させてくれたことに驚きました。ずっと続いてきた伝統を

守ってくれた３年生は本当にすごいです。来年入学してくる人たちや再来年入学してくる人たちにこの感動する体育大会を受け継

げるか不安です。でも、『運動が苦手な人でも楽しめる』『みんなが一丸となる』こんなに素敵な伝統を絶やしたくありません。受

け継げるように頑張りたいなと思いました。 

【２年生】 

★仲間がいたから、１人だと諦めてしまうことに対しても頑張ることができました。私は最初大縄で連続で跳ぶことができなかった

けど、クラスの人が後ろから押してくれたりしてくれたので、タイミングをつかみ本番には１人で連続で跳ぶことができるように

なりました。これは１人だったら絶対できるようになってなかったし、タイミングをつかめてないままだったと思うけど、クラス

の人が手伝ってくれたおかげで跳べるようになりました。これを通して、改めて仲間の大切さを実感しました。 

 

★クラスのみんなへ～本当にありがとう。クラスのみんながいたからこそ体育大会が成功できたと思います。このクラスで体育大会

ができて良かったです。お疲れさまでした。 

後輩へ～沢山の応援をしてくれてありがとうございました。来年もあるので一緒に頑張っていきましょう。先輩方へ～先輩方が受

け継いできた伝統尾を渡したいが受け継いでいきます。どんな時でも一生懸命でカンペキな先輩を尊敬します。そんな先輩になれ

るよう頑張ります。来年はもっともっと最高な体育大会になるようにしていきたいです。 

 

★自分たちの練習にも参加せず、１・２年生の練習にいつも付き添ってくださったブロック長の姿が頭に残っています。とても暑い

だろうに、本番中もずっと旗を振ってくれたり、とても詳しくコツを教えてくださったりして、ブロックの技術が高まったのは皆

さんのおかげです。本当にありがとうございました。また、後輩の１年生も自分のできることを力を合わせて精一杯練習していて、

見習いたいと思いました。 

 

 

 

 



★僕は今年、先輩の努力などはすごいと思っているけど、１番すごいと思ったのが１年生です。特にびっくりしたのは応援の団結力

です。２年生よりもとても大きな声で応援していたし、勝ったときは全力で喜び、負けた時はみんなでドンマイなどの声かけをし

ていて１年生の団結力にはびっくりしました。 

 

★最後の片付けの時、終わって疲れているのに３年生はみんながしっかりと働いていたし、１年生・２年生も自主的に残って積極的

に手伝いに行く人達がいて、すごいなと思いました。来年も片付けなども自分からして学年関係なく協力し合えるといいなと思い

ました。 

★学年の壁を越えて応援していたことがとても印象に残っています。体育大会を通して、先輩や後輩の友達が増えたので、ブロック

制の良い所だと思いました。リレーや旋風など最下位のチームのブロックが違っても、沢山応援していたし最後まで全力で走り続

けていた姿に感動しました。３年生が残してくれた素晴らしい伝統を今度は私達が引き継ぎ、今回を超える体育大会を築いていき

たいです。『感動や『成長』を沢山感じ、１人１人が輝けるように来年も頑張りたいです。 

【３年生】 

★来年度の体育大会はもう自分たちがいないと思うとすごく残念で寂しいです。しかし、私は美術部のみんなと２～３か月間頑張っ

て作った入場門がこれから先何年も使われていくと考えると誇りに思います。みんなで１つになって頑張って作り上げた入場門、

そして何よりも先生にたくさんアドバイスして頂きました。この素晴らしい作品が、これからの後輩たちに『すごい』と思っても

らえたら、すごく嬉しいです。 

 

★１年生は大縄がなかなか続かなかったけど、私達ブロック長や３年生の手本により、最初は聞こえなかったかけ声も聞こえるよう

になり、苦手な人に入るタイミングを教える人もいてこれからの千代中学校の伝統を受け継ぐ立派な１年生だと思いました。本番

１年生が悔いなく跳んで喜んでいる姿を見て、教えてよかったと心から思ったし、成長したことにとても感動しました。２年生も

初めての体育大会で不安なこともあったと思いますが、先生と協力してリレーや旋風、大縄そしている姿に、この体育大会を通し

てクラスがとても団結していたし、最後にバトンを渡した時、千代の伝統を受け継いでくれる本当に立派な２年生だと感じました。 

 

★２年１組の人達は、素晴らしいことをしてくれたと思います。自分だったらどうするかなどを考えるととても難しいことなのに、

先生やクラスの人達と話し合って、苦手な人も含めて全員で跳ぶことを選んだ体育委員や代議員、クラスのみんなを本当に尊敬し

ます。 

 

★３年生は、もう体育大会ができないけど、１・２年生はできるので私達３年生が創った体育大会を受け継いでいってほしいです。

２年生は来年３年生となり、次入ってくる１年生に３年生らしい姿を見せ、１年生は２年生となり、２年生の力の強さを後輩に見

せて、『千代中の体育大会はこういうもんやぞ！！』と見せつけてほしいです。これからも私たち３年生が残した体育大会を続けて

いってほしいです。 

 

★このような良き伝統を残してくれた先輩達に感謝したい。１年上の先輩たちは最上級生として、中学生活最後の体育大会をするこ

とができなかった。そんな悔しい気持ちも背負って、１学年上の先輩達の分まで楽しむことができたと思う。後輩達には、この楽

しい気持ちや学んだことを忘れずにバトンを繋いでいってほしいと思う。３年生しか見れない景色を見てほしい。 

 

★後輩と一緒に１つになれて、ブロックの中で協力できたことが印象に残っています。私達が走っている時もずっと応援してくれて

いて、嬉しかったです。来年度の体育大会では、今年以上のパワーで千代中学校を盛り上げてほしいです。最後の体育大会だった

けど、３年での体育大会は初めてで、１年の体育大会の時とは違って感じることはたくさんあったので、この感覚を仲間達と味わ

えて良かったです。あまり話したことのない人とも一緒に応援したりして盛り上がれて協力できたので、これから受験に向けて、

みんなで頑張っていきたいと思いました。 



〇３年生のダンスについて 

【１年生】 

●３年生のダンスを、先生ではなくダンスリーダーの人達が作ったということを知って驚きました。曲にのって全員があんなに生き

生きと踊っていたので、『あんなにすごい振り付けは先生が考えたのかな？』と思っていました。本当に尊敬します。 

 

●曲、振り付けを先輩達が自分で考えてしていたと知って、とても驚きました。ダンスをしている時の先輩たちはとても楽しそうで、

キラキラ光っているようでした。みんなで一致団結していて、動きも合っていてすごかったです。一致団結しているのに先輩達１

人１人がそれぞれの個性で踊っているようでした。私も先輩達のようにダンスをしてみたいです。 

 

●３年生は４クラスあって、それぞれのクラスが個性的でいいなと思いました。一生懸命なダンスだったけれど、みんな楽しんで踊

っていたのが印象的でした。特にすごいなと思ったところは、移動するところです。迷いなく自分の位置についていたので、どれ

だけ練習したのかが伝わりました。コロナで練習が制限されていた中で、あんなにも力強いダンスができるのは『さすが３年生』

だと思います。とても元気になりました。 

 

●ダンスを練習する時間が少なかったとは思えないダンスがすごかったです。クラス別のダンスではどのクラスもすごく上手だなと

思いました。ダンスが苦手な人もいると思う中、みんなで助け合い支え合っているからこそここまで、感動するダンスができてい

るんだなと思いました。４クラスが全員で踊っていたダンスでは、１人１人が楽しそうに踊っているのが伝わって尊敬しました。

私も３年生みたいに輝いているダンスを踊りたいと思いました。 

【２年生】 

●曲のチョイスからダンスの振りまで決めたダンスリーダーはとてもすごいと思いました。あんなに長い時間の振りや隊形を決める

のは時間や苦労がたくさんあって、それがダンスから見えました。全体的に振りがそろっていて私達がサーキットダンスで沢山注

意された指先や肘も伸びていてとてもかっこよかったです。短い期間だったと思うのに、あれほど完成度が高いと思うと『すごい』

『かっこいい』という言葉しか出てきません。そして何より楽しそうだったので楽しむことの大切さに改めて気づくことができま

した。 

 

●多分ダンスが苦手だという人もいたと思うけど、３年生のみんなが全力でクラス毎や学年でまとまって一致団結して楽しく踊って

いたのですごいと思ったし、全力を尽くしてとても楽しそうに踊っていたのでとても良いなと思った。１人１人の心がつながって

できたダンスを見て、とても感動した。 

 

●４クラスのいろいろなダンスを見て、鳥肌が立ちました。ダンスリーダー・委員の人が中心となって練習してきたことを知って、

私達にはない魅力や力を持っているんだと改めて感じました。最後の体育大会で、少し悲しかったと思います。しかし、だからこ

そ 最後の体育大会全部に力を入れたと思います。普段学校生活で見ることのできなかった３年生の姿を見ることができて良かっ

たです。この伝統をずっと繋げていきたいです。 

 

●短期間での練習の中、本番では楽しそうに踊っている３年生の姿はとても見ていて楽しかったです。いろんなジャンルの音楽に合

わせて難しいステップや表情にもこだわっていてさすがだなと思いました。前日まで練習していたダンス委員の皆さんを見ていた

ので、すごく感動しました。ダンスが苦手な人も一生懸命踊っていたし、ダンスの位置などもみんなが輝けるようにしていた所も

すごかったです。 

 

 

 

 

 

 

 

 



【３年生】 

●クラスのダンスの練習を初めてする日に休んでいてわからなかった。でも、友達が休み時間や体育の時に教えてくれて嬉しかった。

それでも元々ダンス苦手で覚えられなかった時、ダンス委員さんが横で一緒にやってくれて優しかった。ありがとう。本番の日、

ペアの人が休んでしまったけれど、その人の分まで踊ったので満足です。出られなかった人のためにも良いダンスを踊れました。 

 

●練習の時は、振りもバラバラで、本番成功できるのか心配だったけれど、練習を重ねていくうちに、大縄などとは違うけれど、何

かみんなの中でまとまりができてきて、楽しかったです。良いパフォーマンスをするためには、１人１人が真面目にしなければな

らないから、みんなで創り上げることはとても難しく感じました。最初は不安な気持ちが大きかったけれど、だんだんとみんなの

『成功させたい』という気持ちが１つになってきて、自信がついてきました。だから、本番では思いっきり踊ることができました。

踊り終わった後、友達と『良かったね！』などと言い合えて、良い思い出になりました。 

 

●ダンスの練習の時は、注意されたり、手や指先が伸びていなかったり、ダンスの移動の場所が分からなかったりして本番がどうな

るかわからなかったけど、放課後にダンス委員の人が教えてくれたり、練習を手伝ってくれたりして、本番では大成功することが

できたので良かったし、思い出になった。ダンスを中学校で踊るのは初めてだったけど、伝統になったら良いと思いました。 

 

●楽しかったです！！本当に楽しかった！！最初はどうなるかわからなかったし、自分も小学校からダンスをしていたけど好きでは

ありませんでしたが、今回のダンスは３年生全員で踊るのがとっても楽しいと感じました。 

 

●初めて振りを見た時は、『難しい』や『これ踊るのかな』という気持ちを持ちながらも踊っていたけど、日に日に練習を重ねるにつ

れて、だんだんと着実に踊れていったので良かった。でも、次は踊るポジションを覚えないといけなくて、これも最初は位置が大

幅にずれたりして移動が難しかったけど、練習してだんだんと確実に場所を覚えることができた。本番はみんなで息を合わせて踊

ることができたので良かった。ダンスを覚えることができて良かったです。 

 

●本番の前の練習で、あまりみんなが感動するようなダンスができていなかったけど、本番でよいダンスを披露することができて、

本当に良かった。ダンスを通してクラスのみんな、そして３年生全員が１つになれたような気がしてとても良かったし、嬉しかっ

た。１からダンスの振りを考えて、それをみんなにわかりやすく教えてくれたダンスリーダーやダンス委員に感謝の気持ちでいっ

ぱい。 

 

●私はダンス委員で、覚えることや教えることが本当に大変だったけど、本番踊っている時、３年生全員、クラス全員で本当に楽し

く踊ることができて、とても良い経験になりました。そして、みんなで１つのものを創り上げる素晴らしさを改めて感じることが

できました。終わった後、もうこの学年全員でダンスを踊れないと考えるととてもさみしい気持ちもありましたが、悔いなく終わ

れて良かったし、このダンスを後輩が『かっこいい』『僕達もしたい』と言ってくれたので本当に良かったです。このダンスを３年

生全員で踊れて本当に幸せでした。 

 

●ダンスは、ダンス委員として練習の時から教えたりしていたけど、初めの頃と本番では比べものにならないくらい上手くなってい

て感動した。見ている人の心を動かすことのできる、すごく良いものになったので、とても嬉しかった。本番は少し緊張したけど、

大きく楽しく踊ることを意識して踊ることができた。後から、先生に『ダンスを見て感動した！』と言われて、本当に嬉しかった

し、私達が一生懸命努力したことはムダじゃなかったんだと思えて良かった。 

 

 

 

 

 

 

 



●最初は、まとまりや反応が全くなくて『本当にできるのかな』という気持ちでいっぱいだったけれど、練習を重ねるにつれ、一生

懸命練習してくれる子や、笑顔で踊ってくれる子、私が困っている時に助けてくれる子が増えて本当に嬉しかった。うまく説明で

きなくて、自分の無力さを感じることも投げ出したくなることもあったけれど、ダンス委員のみんなやクラスの友達に支えられて

ここまでこれたのだと思う。本番当日まで『成功するかな』『大丈夫かな』という気持ちがあったけれど、みんな今までで一番いい

踊りで、笑顔で輝いていて、本当に良かったと思う。先生たちへのサプライズも成功して、先生も含め、この３年生みんなで頑張

ってきた達成感を感じた。辛い思いもたくさんしたけれど、ダンスリーダーになれて、このクラス、学年のみんなで踊ることがで

きて本当に良かった。一生忘れない思い出になった。 

 

〇入場門について 

【１年生】 

★僕たちの通った入場門、とてもすごかったです。とても大きくて迫力がありました。３年生の美術部の皆さんや校務員の新田さん、

美術科の妹尾先生が僕たちの体育大会のために頑張って作って下さったので、とても感謝しています。 

 

★どこかで買ったのかなぁと思うほど、青龍・白虎・鳳凰・玄武の迫力があってすごいなと思った。今年の３年生が作った世界に１

つしかないものだと知り、大切にしていこうと思った。 

 

★こんなことをやってくださっているなんて知りませんでした。体育大会をやっていて、僕は生活委員だから用具テントの所に行く

度に、あの素晴らしい入場門が目に入り、とてもやる気が出ました。この入場門をこれから何年も使うとなると、それを見る度に

『負ける気がしない』という気持ちに皆さんはなると思います。この入場門を作ってくださった先生達と先輩達に感謝してもしき

れません。そして競技で入場門に並ぶ時に、友達と『この入場門を見るとやる気が出るし、絵がとてもかっこいい』だとか話して

いました。こんなにすごいものを作って下さっている人達がいらっしゃるなんて僕はとても運がよく、とても良い中学校に入学で

きたなと思いますし、そんな方々に出会えて僕は嬉しいです。受け継ぐことで、これから新しい１年生や２・３年生が嬉しい気持

ちになると思ってますし、信じています。 

【２年生】 

★すごく迫力のある入場門でした。体育大会という実感がわかない中、テントと一緒に並んだ入場門を見て、気持ちが上がりました。

来年もあの入場門を見るのが楽しみです。 

★体育大会が行われるずいぶん前から、金木工室で入場門を制作されていたのを部活の時に見えたから知っていたので、完成した門

を見て、とてもすごいなと思いました。長い時間をかけて作られた入場門を作って下さった方に感謝してみんなで大切にしていきた

いです。 

★新しい入場門は、とても迫力があり体育大会を盛り上げるような入場門で、これから先何年も使われるからみんなで大切にして、

長く使えるようにしたい。 

★あれほど大きな門のデザインはもちろん、実際の作業もすごく大変だったのだろうなと思いました。５月から考えてくださったと

聞き、今年体育大会ができて良かったという気持ちがさらに大きくなりました。これから先入学してくる１年生にも、早くこの門を

見て感動してほしいと感じました。 

【３年生】 

★４月、５月あたりからデザインの考案・下書きの作成をして、３年生のみんなだけでなく１・２年生も手伝ってくれて、美術部の

みんな、妹尾先生、新田さんで作り上げた入場門がグラウンドに立っている姿を見た時はとても感動しました！この先も体育大会

の盛り上げに貢献してくれたらうれしいです！ 

 

★昨年体育大会ができていなくて、やっとできた体育大会で、入場門もあんなに迫力がある素敵な門を作ってもらって、この先も使

われると思うと、とてもうれしいと思う。１つ１つの絵も迫力があって綺麗で、入場門が輝いて見えた。これから、あの入場門を

使って体育大会ができる１・２年生やこれから入学してくる人たちがうらやましいな、と思う。 

 

 

 



★体育大会が始まる何カ月も前から、金工室で美術部が入場門を作っていてとてもすごいと思った。いろいろな先生も中心となって

作り上げた大切な入場門なので、大切に扱って受け継いでもらいたいと思った。とてもかっこよくて綺麗な入場門のおかげもあっ

て、種目を頑張れたと思う。中学校生活最後の体育大会で、こんなに素晴らしい入場門を見ることができて本当に良かったし、嬉

しかった。 

 

★私はこの入場門を制作しましたが、新しい挑戦でとても難しかったです。あんなに大きいものをデザインして描くのは初めてで、

とても良い体験になりました。この入場門が、これからの千代中学校の体育大会の入場門として受け継がれていくのは、とっても

嬉しいし、頑張って描いて良かったなと思いました。私も何か体育大会でしたいなと思っていたので、この機会をくれた先生方に

はとても感謝しています。絶対にこの思い出は忘れないようにしようと思います！！ 

〇その他何でも 

●『みんなが楽しく』という思いと、『全力で頑張る』という思いと、『勝つ』という思いが１人１人にあったからこそ、ここまで最

高に楽しい、最高の思い出ができたと思いました。違うクラスでも同じブロックなので、みんなで応援している姿を見て本当にい

いなと思いました。みんなが全力で走っている姿を全力で応援しているのを見て、『これからもこんな体育大会にする』という思い

が高まりました。初めての体育大会はとっても楽しかったです。この楽しかった思いと頑張った思いは絶対に忘れません。本当に

ありがとうございました。 

 

●体育委員長の久野先輩、いろんなことに全力で取り組んでいる姿に憧れました。楽しかったー！！ 

 

●支えてくださった先生方！私は今回の体育大会で、初めて知ったことがあります。それは、勝負は勝っても負けても全力で取り組

んだ活躍感や達成感で、勝ち負け関係なく楽しめたこと。体育大会で、みんなに全力で頑張ってほしいという先生方の心強い思い

でここまで頑張れました。本当にわかりやすくアドバイスやいろんなことをほめてくださり、ありがとうございました。 

 

●実は、お母さんも千代中学校に入学していたみたいです。親子で千代中学校の体育大会を体験したことになりました。小学校の頃

運動会のことを『地獄』と言っていましたが、今となっては『大好きな体育大会があと２回もできる！』と思うようになりました。

体育大会の時の給食は、今までで一番おいしかったです！！来年の体育大会が待ち遠しいです。体育大会を実行してくださって誠

にありがとうございました。人生の中でまた新しい宝物を見つけることができました。 

 

●先生方、体育大会の『影のヒーロー』になってくださりありがとうございました。コロナなんかにも負けない最高の体育大会でし

た。ありがとう。千代中学校に『誇り』をもっていきます。３年生のみなさん、高校でも頑張ってください！！影ながら応援して

います。 

 

●今回の体育大会は、宇宙にぶっ飛ぶくらい最高でした。 

 

●今回の体育大会は、大変な状況の中、先生方やみんなが協力してくれたおかげで開催することができた。自分にとって思い出深い

体育大会になりました。中学校生活初めての体育大会、とても楽しかったです。改めてありがとうございます。普段見ることがで

きない先輩方の姿を見ることができて嬉しかったです。自分の憧れにもなりました。小学校の運動会とは違い、１人１人が自分の

仕事を果たしていた姿が印象的でした。自分が競技するとき、今までお世話になった先輩が見ているかもしれないと思うと、緊張

が止まりませんでした。同じブロックの仲間たちと協力しながら、目標に向かって頑張ることの楽しさを知った体育大会でもあり

ました。このような千代中学校の体育大会の文化がとても良いと思いました。ぜひ後輩達にもこの楽しさと達成感を味わってほし

いです。なので、この文化を守りたい、引き継ぎたいと思いました。保護者の方々は来れなかったけど、とても良い体育大会にな

りました。来年は今回よりももっとすごい体育大会にして、何でもいいので何か後輩に残すことができたらいいなと思います。こ

のようなことができる千代中学校にとても誇りをもちました。 

 

 



●この体育大会を行うのは、私たち生徒だけでは絶対に行えません。先生方１人１人の方々がいろいろ考えてくださり、体育大会を

無事に行うことができたと思います。今の時期、コロナで体育大会を行うのは本当に怖かったと思うし、いろいろ考えたと思いま

す。でも、先生方の勇気のもと、最高の体育大会を開くことができました。本当にありがとうございました。私たちは、先生方に

『ありがとう』の気持ちを返したいと思い、行動で表しました。必死に取り組む姿、全力校歌を歌う姿、サーキットダンスをする

姿、最初から最後まで全力を尽くして取り組みました。その私たちの先頭を走ってくれたのは、ブロック長達で、かっこよく呼び

かけをしてくれていました。本当にブロック長についていって良かったと感じました。体育大会が本当に行えて良かったです。本

当にありがとうございました。そしてお疲れさまでした。 

 

●さまざまな方々に感謝の気持ちはありますが、１番に、取り組んでくださった先生方に心から感謝したいです。校長先生もおっし

ゃっていましたが、北九州市内の中学校の中でも実際に体育大会を行えた学校は少ないと知っていました。そんな環境の中でも『大

会を開こうと思ってくださる先生がいること』『全力で取り組む仲間がいること』『地域の方々や保護者の方々も協力してくれてい

ること』これらは全てあたり前ではなく、とてもすごいことなのだと気づかされました。思い出に残る体育大会を開いてくださり、

ありがとうございました。 

 

●コロナの中、体育大会はできると思っていなかったし、できてもクラスマッチかなと思っていたので、全校のブロック制でできて

本当に良かったです。昨年も楽しかったけれど、やっぱり普段あまり関わることがない１・２年生と一緒に協力して勝利を目指す

ことはとても楽しかったです。リレーの時順位が最後でも頑張って走ったり、それをブロックが違っていても応援したり、ケガを

しても何としてもバトンを繋ごうとする姿を見て、かっこいいなと思いました。みんなそれぞれできることを頑張っていて、その

頑張りのおかげでこんなに良い体育大会ができたことに感謝しています。中学校３年生の思い出としてとてもよく心に残りました。

本当にありがとうございました。 

 

●本当にありがとうございました。先日終わったばかりなのに、『もう１回体育大会をしたい』と思えて仕方がありません。こんなに

素晴らしい体育大会を開催してくださり、ありがとうございます。一生の宝物です。 

 

●他の学校が体育大会の開催を諦めている中、千代中学校では開催を決意してくださった校長先生をはじめ、先生方にとても感謝し

ています。また、開催することを許可してくださった保護者の皆様や地域の皆様にも本当に感謝しています。もし、今回の体育大

会がなければ、千代中学校の伝統をつなげることができなかったと思います。そのため、３年生はこの体育大会での思いを胸に受

験に取り組み、１・２年生は感謝の気持ちを忘れずに次の代次の代へとバトンを繋げてほしいと思います。本当に楽しく思い出に

残る体育大会でした。ありがとうございました。 

 

●小学校６年間の運動会は遊びと思い、中学１年の時の体育大会はさせてもらってる感があり、思い入れはあまりありませんでした。

３年生になって、プレッシャーもみんなあったと思うけど、練習を積み重ねるごとにプレッシャーが楽しみに変わり、本番では達

成感で終わり、体育大会に対する自分自身の心の変化も感じていました。それは、ブロック長がブロックを引っ張る姿、先生方が

生徒に檄をとばす姿があったからです。用具係だったけど、『みんなで創り上げた体育大会』という気持ちが強くありました。とて

も嬉しかったです。この達成感を、これからの行事や高校でもいかしていきたいです。ありがとうございました。 

 

●生徒会の『コンバットマーチ』は、姉から聞いて受け継いだものであり、３つのブロック制なども元々千代中にあるものだった。

私はそれで、『元々の体育大会ができる』と思っていたが、当日を迎えて、それが本命ではないことに気づいた。本当の意味での千

代中の体育大会の伝統は、『形』ではなく『心』だということである。私は、学年やブロックを越えた応援のかけ声や助け合う姿が

本物の『千代中学校の体育大会』なのではないかと感じた。 

 

 

 

 

 



●この体育大会は、『校長先生をはじめとしたたくさんの先生達』『毎日水筒などを用意してくれた両親や保護者』そしてこの『千代

中学校の生徒』が創り上げた最高の体育大会だと思います。最後のブロック集会の時、今まで練習をみんなで頑張ったりしている

時の様子や、体育大会が終わってしまってとても寂しい気持ちが合わさって泣いてしまったけど、人生で一番泣いて良かったなと

思ったし、人生で一番楽しい思い出になりました。これからの残りの中学校生活を、団結する大切さを忘れずクラスのみんなと楽

しく過ごし、お世話になった方々に立派な姿を見せたいです。 


