神戸市立八多小学校

平成３０．１２
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１ 子供たちは、熱心に合唱や合奏に取り組み、最後までやり
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２ 保護者は、子供たちの模範となるような態度で、音楽会を
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【個人が特定される恐れのある文は表現を変えてあります】
１・２年生
・1・2 年生のアラジンとまほうのランプは、歌あり、げきあり構成はとてもよかったと思います。子供同士、目を合わせ
て、楽しそうに、劇に取り組めていたと思います。セリフもとても大きな声でしっかりと言えていたと思います。1・2
年生らしい、元気いっぱいの仕上がりになっていたと思います。
・とてもまとまって演奏をしていたと思います。指揮の先生方もがんばっておられたので、とてもうれしく思いました。
日々業務大変かとは思いますが、よろしくお願いいたします。
・1・2 年生は音楽劇ということで、とても楽しみにしていました。頭に巻いたターバンやベールもとてもかわいく、振り
付けやセリフもしっかり大きな声で言えていました。何よりも、リズムにのって、ニコニコしながら 取り組んでいて、
とても見ていて楽しかったです。他の学年もそれぞれに いい雰囲気で 演奏できていたと思います。
・最初は緊張した様子で、見ている方もドキドキしていましたが、演奏などとてもがんばって自分のパートではのびのび
と演じていて、子にとっても、心に残る音楽会になったと思います。
・1・2 年生がとてもかわいらしく劇をしているような構成がとても面白く、楽しくみれて良かったです。幼稚園のみんな
が、舞台の上でもにこにこしてて八多っ子らしい堂々としたもので、とても良かったです。
・年々、子どもたちの人数が減る中で、さみしいですが、子どもたちがとてもいい表情で一生懸命するすがた、とてもよ
かったと思います。
・今年もとてもすばらしい音楽会でした。今年は観客からの拍手も多くの場面で見られて 子供たちのモチベーションに
もつながっていたのではないかと思います。幼稚園はとても少ない人数の中 とても堂々とした発表ができ 感動しま
した。1・2 年生は すごく セリフの量もありましたが みんな感情表現豊かにでき とても楽しませてくれる内容
でした。3・4 年生は 1・2 年生のかわいらしさより少し成長している感じで リコーダー奏もきれいにみんな揃えら
れていて 楽器の演奏もすばらしかったです。5・6 年生は やはり圧巻の演奏で 素晴らしいの一言でした。情熱大
陸の演奏も音に力があり お金を払っても良いぐらいの 本当に感動する発表でした。みんなの頑張りが見られた 感
動する音楽会でした。みなさん お疲れさまでした。
・1，2 年生のアラジンは、予想以上に劇がしっかりしていて、とても見応えがありました。1 人ずつのセリフでも、大き
な声が出ていて 上手でした。3，4 年生のリコーダーでは、リコーダー以外の楽器が加わり、しっとりとした曲の中に
も強弱があって良かったです。
「夏祭り」では、打楽器が迫力があって良かったです。5・6 年生は、高学年らしく強い
演奏でした。どの学年も児童数が減ってきますが、歌も演奏も 1 人ひとりがよく頑張っていたと思います。客席を通っ
て退場する方法も、拍手で見送れるので、とてもいいなと思いました。
・歌と合奏、少しの劇。次から次へと変わる場面にも子供達は自分の動き、セリフ、歌、合奏の楽譜を 1 人 1 人が覚え演
じる姿がとても頼もしく感じました。一生懸命、先生を見る視線、ほんといいですね。
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・1・2 年生、とてもかわいい音楽劇でした。昨年はソワソワした場面もありましたが、今年は落ち着いて取り組み成長を
感じました。学年が上がるにつれ迫力も増し、素晴らしい音楽会でした。6 年生の合唱に感動しました。
・子供達がたくさん練習していたのが伝わる、とてもいい音楽会でした。低学年はまだまだかわいらしさを感じ 高学年
は本格的な合奏で、とても良かったです。見えない翼での一人一人のコメントは 感動しました。準備や練習、当日ま
で 先生方もおつかれさまでした。
・今年の音楽劇は 例年より難しそうで 子供達も ご指導くださる先生方も練習が 大変だったのではないかと思いま
すが、一生けんめいにストーリーを伝えようと表現している 1.2 年生が とても可愛かったです。ありがとうございま
した。
・一番初めの音楽会の練習をたまたま授業参観で見させてもらって、えー大丈夫かな??と思ってたけれど、目立つ音の子
たちも、陰ながらささえる音の子たちも、みんな上手になっていて、感動しました。練習をがんばっていたのがすごい
伝わってきました。
・
「アラジンとまほうのランプ」セリフに歌に合奏に 覚える事がたくさんだったのに みんなしっかり言えていて、とて
もよかったです。6 年生のエンディングは毎年 感動させられます。すてきな音楽会、ありがとうございました。
・1 年生の時とちがって 少しお兄さん お姉さんになったなぁ と 思うところが 見られました。かわいさの中に
少しずつ かっこよさが あって とっても 良かったです。
３・４年生
・どの学年も とてもすばらしかったです。年齢に応じた演出で、低学年はかわいらしく、中学年は成長を感じ、高学年
はさすがだなと思わせるものでした。幼稚園のかわいらしい演技を見るのも八多ならではで、良いですね。我が子も毎
日 自主的に練習していました。年齢が上がって 自覚が出てきたようです。成長のうれしい音楽会でした。
・とても楽しく、今年も感動してしまう 音楽会でした。3 年生になり、リコーダーをちゃんとふけているか心配でした
が、真剣に集中している姿に成長を感じました。5・6 年生の情熱大陸も期待を裏切らない、演奏でした。子供たちよあ
りがとう！先生方も演奏すばらしかったです。ありがとうございました。イスの最後尾で座ってスマホの録画をしてい
る人が居たので残念でした。保護者以外の人でも、動画撮影は後ろのビデオゾーンでする様に 入口にお願いの貼り紙
を出しては、よくないでしょうか？
・運動会に引き続き、子供達の 一生懸命な姿に感動しました。歌も 演奏も、とても見ごたえがありました。
・3・4 年生は、中学年らしい落ち着きがありました。夏祭りは、親しみのある曲なので、みんな、楽しく演奏していたと
思います。5・6 年生の合奏・情熱大陸は、感動しました。みんな沢山練習したんでしょうね。すばらしかったです。子
供たちは、自分の曲じゃない曲を、家で楽しそうに、口ずさんでいました。音楽会を楽しんでいるのが わかります。
今年は「おんがくかいここにいます」の紙が、1 年生はもらえたけれど 3 年生はなかったのが、困りました。できれば
全学年もらいたいです。
・学年を重ねるごとに、楽器の種類も増えて、素晴らしかったです。5 人しかいない幼稚園の子も よくがんばっていた
と思います。最後の 6 年生は、毎年、感動しています。
・最初に、ビデオやカメラは、後ろの方からと 係りの先生が話されていたのに、残念ながら、前に座った方が、スマホ
を使って写されていました。他の皆さんは、ガマンをしていたのに、残念です。子供達は、学校、家でも練習してきて、
大きな声で歌い、楽器も上手に、感動しました。先生方、ありがとうございました。
・初めてのリコーダー奏 そして“アメージンググレイス”という テンポ・旋律と共に難しい楽曲に ドキドキしまし
たが、乱れることなく、美しい合奏に、心打たれました。他の学年、園児においても 日々の練習のひたむきが感じら
れる 音楽会でした。
・どの曲も 一度は 聴いた事のある曲で楽しかったです。また 堂々とした姿で歌ったり、合奏したりと また違った
成長した姿が見れて、良かったです。今年も、工夫された楽しい音楽会でした。ありがとうございました。
・夏休み前の楽器テストで落ちてしまい、どうなることかと心配しましたが、楽器が決まってからは、家でも練習する姿
を見て安心しました。今年のリコーダー奏は、全員がリコーダーをするのではなく、鉄琴やすずの楽器も入り、とても
良かったと思います。どの学年も、子ども達一人一人が真剣に取り組む姿が印象的でした。良い音楽会をありがとうご
ざいました。
・幼稚園児の子供達 少人数なのに、頑張っていえましたね。小学生の皆さん、よかったです。
・4 年生になって 初めて音楽会を見ました。八多らしく みんなで 力を合わせて よい 合唱・合奏だったと思いま
す。駐車場も入りきるかと思いましたが、何台かあふれました。車との距離をつめてもらう様 アナウンスが必要だと
感じました。
・リズムや音階を正しく鳴らすだけでなく どう鳴らせば、音で表現できるかを すごく考えて練習していたようで、音
楽会では、一音一音をとても丁寧に奏でたり発声したりしていて、いつもの元気いっぱいの 3・4 年生とはまた違った
成長している姿を見れて、親としてうれしい気持ちになりました。ありがとうございました。
・1 年生 初めての音楽会で 鉄琴をすると聞き「できるかなぁ」と心配していましたが、自信を持ってやりきる姿に「大
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きくなった」と成長を感じました。4 年生になると、低学年とちがい 安心して聞いていられると思いました。
「夏祭り」
なつかしいなぁと聞き入っていました。5・6 年生の情熱大陸は、圧巻でした。子供たちも「あんな 5・6 年生になれ
たらいいな」と家で言っていました。
・学年によって、ちがう音楽の演奏で、とても楽しく鑑賞ができました。心を一つに合わせ、どれもすばらしいものにな
っていたと思います。
・合奏の曲は普段から慣れ親しんでいたものだったので 入りやすかったようです。リコーダーも合唱も 一年、一年き
れいな音色、歌声になっていることにいつも感心します。六年生のフィナーレは我が子がいなくても 毎年ウルウルさ
せられます。二年後、このクラスがどんなフィナーレを見せてくれるのか 今から楽しみです。
５・６年生
・どの子も真剣な表情で一生懸命に取り組んでいることが見てとれました。歌声がとてもきれいで感動しました。夏休み
前のオーディションから張りきり、運動会が終わる前から、仲間と繰り返し練習していた情熱大陸が成功してよかった
と思います。当日はもちろんですが本番までの過程も褒めてあげたいなと思いました。
・低学年はかわいらしく、高学年は素敵な歌声を聞かせてくれ、子ども達の成長を見ることができました。6 年生のフィ
ナーレは毎年感動します。しかし照明が中心にしか当たっておらず、両サイドの子どもさんが暗く見えにくかったのが
残念でした。せめてフィナーレだけでも照明が最後まで当たればよかったなと思います。
・どの学年も練習を重ねた成果があらわれ見応え 聞き応えのある音楽会でした。先生方は児童の指導でお忙しい中 ご
自身の練習もされ 大変だったと思います。素晴らしい演奏をありがとうございました。
・上級生として素敵な合唱と演奏をしようとしている子供達の真剣な気迫が伝わってきて、とても心に響き感動しました。
そして 5・6 年生と先生方は準備や当日の運営、片付けもたくさんして頂き、ありがとうございました。
・幼稚園の時から 今は 5 年生。本当に１年、1 年の成長に見ている方が、感動しています。来年は 6 年生として、あ
の最後の場面が待っているのかと思うと、ジーンとして、涙腺が、ゆるんでしまいました。素敵な音楽会になり、先生
方、ありがとうございました。
・家でも毎日練習をしていて、その姿に感心していました。練習のかいあって、さすが高学年という合唱・合奏だったと
思います。またそれぞれの係の仕事を頑張っている姿も頼もしく、輝いて見えました。今年は、会場の雰囲気も暖かく
て、いい音楽会だったと思います。ありがとうございました。
・高学年らしく 迫力がありとてもよかったです。
・情熱大陸 すごく良かったです。高学年はいつも 迫力があって、すごくいいので 期待していたのですが、期待どう
りで 本当に 感動しました。鳥肌が立ちました。
・エンディングの「みえない翼」今年は 6 年生全員が言う言葉があり、心配しましたが、しっかり言うことができて安心
すると同時に成長を感じました。高学年の歌声は美しく、とてもきれいでした。感動の音楽会をありがとうございまし
た。
・今年で 8 年間歌ってきた最後の幼小合同音楽会を親子共に楽しみにちょっと緊張しながら迎えました。1，2 年は可愛
く、セリフも大きな声でしっかり話していて、楽しませてもらいました。悪者役のこのセリフが本当に上手で、笑って
しまいました。頭の飾りも雰囲気がより伝わって来て良かったです。3・4 年は歌声も上手で、いつも走りまわっている
イメージの 3 年生が!!と驚きました。合奏も「夏祭り」リズムも良くて、良かったです。5・6 年は合唱曲は歌詞も良く
てこの子達にいいメッセージとして届けばいいなと思いながら聴きました。さすがな歌声でした。合奏も情熱大陸は 曲
の強弱があり、難しかっただろうなぁと練習を頑張っていた成果を見せてもらいました。みえない翼、全員がセリフを
言っていて、親としては我が子もですが全員我が子の様に見てきたので、何より嬉しく、親としての“ごほうび”をも
らえた気がしました。6 年生、立派でした。この日まで子供達を上手くご指導してくださった先生方に心より感謝いた
します。本当にありがとうございました。
・とてもかわいくて元気いっぱいな歌や合奏から だんだんと歌声がきれいに、合奏が高度になっていき、最後の 5・6
年生の歌声や合奏は圧巻でした。それぞれの学年の良さがでていて、とても見応えがあり楽しめました。ビデオゾーン
が狭くなっているのは少し残念でしたが、その分 保護者席が前方に拡がり 見やすくなっていたので、よかったので
はないかと思います。
・ステキな音楽会でした。先生方、ありがとうございます。5・6 年生、少人数ながら とても 大きな歌声で、キレイな
ハーモニー。合奏もリズムくずれる事なく、とても難しそうなシロフォンや木琴、すばやい動きでした。心ひとつに。
音楽から感じとることができました。
・5・6 年生は変調の多いむずかしい曲をよくがんばって仕上げたなと とても感心しました。歌のハーモニーもきれい
にそろっていて さすが最高学年だなと思いました。どの学年も少人数ながら しっかり演奏できていてとてもよかっ
たです。ありがとうございました。
・最後の音楽会でしたが、終わった後の子どもの表情を見ると、とても満足気だったので、練習の成果を出し切ることが
できたのだと思います。今年はフィナーレで歌い終わってから 後ろへ下がる演出にしてくださったので、安心して見
3

ることが出来ました。
（歌いながらだと、いつも誰か転ばないかとハラハラしていました。
）最後、客席を通って退場す
るのも とても良かったです。先生方、ご指導ありがとうございました。

貴重なご意見ご感想ありがとうございました。
アンケートからは、ご家庭でも子供たちのがんばりをしっかりと認め、励ましてくださって
いる保護者の皆様の温かさが感じられました。
今後も音楽会をよりよいものにしていくために、皆様のご意見を参考にさせていただきなが
ら進めてまいりたいと思います。ご協力をよろしくお願いいたします。
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