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は な

～みんなでつくる大きな花束～

今 私たちにできる形で
それぞれが 一輪の花を咲かせていこう

母なる大地から芽を出し
大空に輝く陽（ひ）を探し 逞しく伸びていこう
つぼみが膨らみ
やがて ひとりで咲く一輪の花
一輪 一輪咲いていく
十人十色 自分らしい花
笑顔の花 個性豊かな花

そして 最高の文化祭という大地に
１９７本の花が咲き誇る
それぞれの輝き 夢をもって
みんながまとまり
みんなでつくる大きな花束となる
Ｂe the best flowers 最高の華（はな）束となれ
うけとって欲しい 最高の花束

今 私たちにできる形で
それぞれが 一輪の花を咲かせていこう



☆☆☆展示部門☆☆☆

①各教科における展示

１ ．理 科 夏休みに行った １ ・ ２年生の「自由研究」です。それぞれが独自
の観点で制作しています。

２ ．美 術 1年生は１２色相環を応用した作品。２年生はゼンタングルといわ
れるペン画。3年生は美術鑑賞のレポートを展示しています。

３．国 語 １年生は行書に初挑戦！行書の特徴をう ま く表現しよ う と頑張り
ま した 。 ２年生は短歌に挑戦！「修学旅行」をお題に 「みそひ とも
じ 」 に思いを込めま し た 。 3年生は宿泊研修をお題に俳句に挑戦！
芭蕉を超えて・ ・ ・ ・ ・ 。

４ ．技 術 1年生が技術・家庭科の時間に製作した「本立て」です。木工具
の使用の経験も少なく、技能が上達するのに時間がかかりましたが、
良い作品に仕上がっています。

②総合的な学習の時間における展示

1． １年生 今年一番インパク トがあるのはこれでし ょ ! !と い う もの を作

「ちぎり絵」 品にしました。担当した１年生２２人による力作です。

２．２年生 修学旅行の 1日自主研修の報告を各自がポー トフ ォ リ

「修学旅行」 オにまとめました。それぞれの生徒の特徴が出ているのでご
覧下さい。

３．３年生 約６６ ， ０ ００本のつまよ う じ を使って作品を仕上げてい

「つまようじアート」 ます 。着色に気をつかう こ と と真っすぐに刺すことがけっこ う
むずかしいです。

４．全校生徒 ステージの大壁画のどの部分を誰が塗ったのかを示した

「大壁画」 分担表です。大壁画と合わせてご覧下さい。

☆☆☆発 表 部 門☆☆☆

８：４０ 生徒整列・準備完了

８：４５ １．開会式（２５分）
１ はじめの言葉
２ 校長先生あいさつ
３ 実行委員長あいさつ
４ 日程説明・諸注意
５ 終わりのことば

※栂牟礼陣太鼓
※壁画紹介

間（５分）

【壁画の紹介】
ステージを飾る壁画は、『華（はな）～みんなでつくる大きな花束 ～』のテーマをイメ

ージして原画を考えました。体育祭の響輝乱舞のストームは、みんなで肩を組み、気持ち
を一つに演舞を始める瞬間です。体育祭で３年生が最も華やかな花々を、これから咲かせ
ようとする瞬間のストームそのものが、大きな花にも見えます。今年も全校生徒で４０３
枚のパーツ、649,915 ドットを塗り上げたものを貼り合わせてできた作品です。分担表もあ
りますので、ご覧下さい。

[栂牟礼陣太鼓の紹介】
１曲目「渓水」
２曲目「打てや囃さん」

※メンバー：１年 大矢真之介
２年 中谷杏・髙橋聖加
３年 髙次萌・上杉優菜

☆太鼓の波動に共鳴して下さい。
あなたに勇気と元気を送ります!!



９：１５ ２． 日本語弁論（２０分）
ここで発表する３名は、学級弁論大会と学年部の先生による審査を経て選ばれた

学年代表の弁士たちです。一生懸命発表しますので、しっかりと聞いて下さい。
１年代表 市原 璃久 「 『男の子』だから『女の子』だから 」
２年代表 大鶴 賢人 「 支えることの大切さ 」
３年代表 髙司佳那子 「 その人自身を 」

９：３５ ３．１年英語劇（１５分）
女子８人による英語劇「３匹の子うさぎ」。精一杯、役になりきって演技します。

○キャスト：藤田実里・渡辺有結・奥永梨花・芦刈琴珠・木屋双巳
柴田まなみ・佐藤愛夏・桑原花絵

９：５０ ４．ステージパフォーマンス（２０分）
有志によるパフォーマンス第 1 弾！ぜひ一緒に楽しんで下さい！
１．「光陰矢の如し」 コント

○メンバー：山岡栄樹･村上拓人･桑原慶成・髙次駿佑・岡地碧威
２．「ヘッポコ３人組」 ダンス 曲目「ルパン・ザ・ファイヤー」

○メンバー：仲石怜央・工藤優樹・海原拓人
３．「クレイジーガールズ」 ダンス 曲目「怪盗少女 他」

○メンバー：土谷渚・梁井千翔・安達萌衣･入江茉希･田中千里・橋本真鈴
姫嶋萌木・榎本梨乃

４．「Ｒ－ＣＲＯＷＮ」 ダンス 曲目「Ｒ・Ｙ・Ｕ・Ｓ・Ｅ・Ｉ 他」
○メンバー：河野瑠音･御鱗治真

１０：１０ ５．３年ソーラン（５分）
体育祭の「響輝乱舞」をアレンジしたものです。力強い踊りをぜひご覧下さい。

１０：１５ 休憩（１０分）

１０：２５ ６．１年演劇「杜子春」（２５分）
１年生による劇「杜子春」です。

○キャスト：井上志麻・大江柊希・髙橋祐有・長澤樹・藤原菜々子・三浦日菜子
吉岡夏希・赤尾優月・市原颯・市原拓巳・大矢真之介・河合光心
児玉啓翔・中園智尋・五十川昂大・上原菫・片山仁・田中裕依
宮脇桜

１０：５０ ７．合唱コンクール（７０分）
どのクラスも最優秀賞めざして心１つに「課題曲」と「自由曲」を歌います。

曲 目 伴 奏 指 揮

1-1 Let's Search For Tomorrow ＣＤ 佐藤慎一朗

明日の空へ 三浦日菜子 矢野 将弘

1-2 Let's Search For Tomorrow 鶴原 義士 安部 桃香

君をのせて 柳川絵梨奈 大矢真之介

1-3 Let's Search For Tomorrow 鈴木田明奈 山内 柾輝

はばたこう明日へ 柴田まなみ 片山 仁

2-1 輝くために 伊賀莉理奈 柴田 遥己

キセキ 吉見向日葵 成松 練

2-2 輝くために 出口 響 御鱗 治真

ＷＩＮＤＩＮＧ ＲＯＡＤ 大鶴 賢人 一宮 昌樹

3-1 時を越えて 伊東 大智 田中 千里

全力少年 入江 茉希 伊東 大智

3-2 時を越えて 鶴原 綾乃 藤井由梨奈

ｐｒｉｄｅ 曽根田未羽 神毛 直人

１２：００ 昼食・休憩・展示部門鑑賞 （５０分）

１２：５０ １．１年 研究発表「郷土を知る」（１５分）
歴史 ○メンバー：岡川祐一郎・工藤颯士・泥谷怜真・鶴原義士・矢野雄飛
特産物 ○メンバー：髙司龍之介・矢野将弘・中村瑞希・山内柾輝
防災 ○メンバー：髙橋光・今山一樹・市原璃久・宮脇遼雅・渡辺翔大



１３：０５ ２．２年 2015修学旅行「発見おもてなしの心」（２５分）
修学旅行の 1 日自主研修の報告を行います。今年は自主研修で発見した京都のよ

うすをパネルディスカッション形式で発表します。
○メンバー：司会者 菅田理央・白岩千弥

パネラー 成松練・植木大登・田原楓・出口響
コンピュータ操作 髙橋聖加

１３：３０ ３．３年 パネルトーク「夢」を語ろう（１５分）
３年生がパネルディスカッション形式で自分の夢を語ります。

○メンバー：司会者 髙次駿佑・田中千里
パネラーＡグループ 井本乃綾・谷川智巳・宮脇芙佳

Ｂグループ 矢野百華・村上拓斗・土居奈央・御手洗祐介
コンピュータ操作 桑原慶成・榎本梨乃

１３：４５ ４．ステージパフォーマンス（２０分）
有志によるパフォーマンス第２弾！ぜひ一緒に盛り上がりましょう！

１．「ＬＩＦＥ」 コント
○メンバー：植木大智･御手洗祐介･髙司健太郎･矢部麟之介

２．「ステキな恋してみ隊」 ダンス 曲目「Ｇood Ｌucky」
○メンバー：荻瑠奈・市原こまち・河野友稀･長野詩乃・髙司佳那子

３．「ステルスヒッキー」 ヲタ芸 曲目「千本桜」
○メンバー：光永礼孝・川邉怜央・片山武尊・安達昌史

４．「Ｇrave to Ａmyuse」 ダンス 曲目「Ｂaby Ｍaniacs 他」
○メンバー：久保茜・井本乃綾

１４：０５ 休憩（１０分）

１４：１５ ５．３年演劇「忘れ物をどうぞ」（４０分）
３年生による劇「忘れ物をどうぞ」です。練習時間の短い中、
みんな頑張って演じます。

○キャスト：岩井駿空・植木大智・佐脇輝龍・青木亜生・仲石怜央
藤井由梨奈・髙浪兼生・久保茜・長野詩乃・髙次萌
荻瑠奈・今山綾香・矢野瑞稀

１４：５５ ６．学年合唱（２５分）
１年生の成長した歌声、２年生の伸び伸びとした歌声、３年生の美しいハーモニ
ーをお楽しみ下さい。

学年 課題曲 伴 奏 指 揮
１年 「Let's Search For Tomorrow」 鈴木田明奈 山内 柾輝
２年 「輝くために」 伊賀莉理奈 柴田 遥己
３年 「時を越えて」 鶴原 綾乃 藤井由梨奈

１５：２０ ７．閉会式（１５分）
１ 始めのことば
２ 合唱コンクール表彰
３ 校長先生あいさつ（講評）
４ 実行委員長あいさつ
５ 校歌斉唱
６ おわりのことば

終了予定 １５：３５

＜諸注意＞
１．鑑賞のマナーについて

発表中は携帯電話の電源を切るか、マナーモードにして頂きますようお願いし
ます。

２．トイレの使用について
トイレは、体育館をご利用下さい。ただし、休憩時間は、校舎の１階（男子）
と２階(女子)が使用できます。

３．体育館内での飲食は禁止です。
４．校舎・敷地内での喫煙はご遠慮下さい。


