
 

 

平成２８年度 佐伯市立鶴谷中学校文化祭 

＜舞台発表プログラム＞ 
                      

 

文化祭テーマ 

開校７０周年記念行事 

「繋」～つなげよう鶴谷の歴史と新たな文化を～  
 

 

 

全校壁画（鶴谷中体育館ステージ上に掲示） 

 

 

 

日  時  平成２８年１１月３日（木） ９：００～ 

会  場  佐伯市立鶴谷中学校 体育館（舞台発表） 

本館･北校舎･特別棟（展示） 

 

つなぐ 



平成２８年度 佐伯市立鶴谷中学校文化祭「舞台発表プログラム」 

＜午前の部＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．開会行事                         ９：００～９：１０ 

①はじめのことば  ②実行委員長あいさつ（２年１組 小野 竜輔）  ③学校長あいさつ 

④育友会会長あいさつ（松田 英昭 育友会会長）           ⑤おわりのことば 

２．オープニング                       ９：１０～９：１５ 

３．英語弁論                         ９：１５～９：２５ 

  ALT の寺田レベッカ先生に発音の指導をしていただきました。一人ひとりの思い・考えを聞いてください。 

①１年２組 疋田 渉真 「Club Life and Me」 

②２年１組 石山 杏実 「Behid The Scenes」 

４．日本語弁論                         ９：２５～９：４５ 

  ①１年６組 川野 詩織  「家族の絆」 

②２年５組 競  琴子  「優しさとおもてなし」 

  ③３年５組 淡居 ちひろ 「この夏、愛情園女島で思った事」 

休   憩 

５．大喜利                           ９：５５～１０：０５ 

  メンバー全員でねりあげた大喜利を披露します。どうぞお楽しみください。 

６．囲碁                          １０：０５～１０：１５ 

  日本棋院佐伯支部 理事 天野一彦先生に指導をしていただきました。囲碁の打ち方について紹介します。 

７．国際交流                        １０：１５～１０：３０ 

  ALT のジェリー先生にご指導いただきました。ホームステイの様子をプレゼンテーションで紹介します。                            

８.吹奏楽部演奏                        １０：３０～１１：００ 

①「Sing  Sing  Sing」      ②「ど演歌メドレー」   

③「鶴谷中ヒットパレード」      ④「学園天国」 

休   憩 

９．書道パフォーマンス                     １１：１５～１１：４０ 

  大分県立佐伯鶴城高等学校 書道科講師、山田千陽先生のご指導の下、太筆を使って書きます。 

１0．ギター演奏  「荒城の月」 「里の秋」           １ 1：４０～１1：５０ 

  佐伯クラッシックギタークラブ代表 河野正也先生にご指導いただきました。クラシックギターで「荒城の月」 

「里の秋」を演奏します。 

１1．ダンス                           １１：５０～１２：１０ 

  日本文理大学附属高等学校の中村英美先生、桑原圭悟コーチ、江藤玲奈コーチ、ダンス部生徒の皆さんのご協力の下、限ら

れた時間の中で一生懸命練習しました。２つのグループに分かれて踊ります。 

 

文化講座講師紹介 

 

 １２：１０～１３：２０ 昼食・休憩・展示見学 

 ＊本館１・２Ｆ、北校舎１Ｆ、特別棟１～４Ｆに展示しています。ぜひご覧ください。 

 ＊一般の方の展示作品見学時間は１１:００～１４:００までとなっています。 



 

＜午後の部＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊進行状況により、時間が多少変更になることもあります。ご容赦ください。 

 

展示作品の紹介 

本 

 

館 

１Ｆ会議室前廊下 総合的な学習の作品（３年生） 

２Ｆ多目的教室 

手芸部作品   パッチワーク（文化講座） 

ペーパークラフト（文化講座）   つまようじアート（文化講座） 

折り紙(文化講座)   書道パフォーマンス（文化講座） 

陶芸（文化講座）   生け花（文化講座） 

北

校

舎 

１Ｆ English Room 茶道（文化講座） 

１Ｆ廊下 総合的な学習の作品（１・２年生） 

特

別

棟 

１Ｆ廊下 技術科作品（１年生） 

２Ｆ廊下 理科自由研究作品（１・２年生） 

３Ｆ廊下 美術科作品（全学年） 

４Ｆ廊下 書写作品（全学年） 

階段掲示板 美術部作品 

文化講座講師紹介 

 

１2．ミュージカル  「アナと雪の女王」            １３：２０～１４：１５ 

みなさんご存じのミュージカルを、吹奏楽部、演じる役者、美術大道具、衣装、ほか多くのスタッフでつくり上げました。 

１3．琴演奏   「荒城の月」 「小さな世界」               １４：１５～１４：２５ 

  生田流宮城会教授 文化琴講師、米田京子先生にご指導していただきました。琴の美しい音色をお聴きください。 

１4．トーンチャイム・華道   「翼をください」            １４：２５～１４：３５ 

  華道は、日本いけばな芸術協力特別会員 佐倉洋佳先生はじめ、工藤美苗先生、橋佐古亜矢子先生にご指導していただき 

ました。トーンチャイムの美しい音色にあわせて、お華を生けます。音楽と華道のコラボレーションをお楽しみください。 

休   憩 

１5．学年合唱                            １４：４５～１５：１０ 

①１学年 「Believe」      指揮：加藤 空流  伴奏：八木 和之 

②２学年 「夢の世界を」   指揮：三股  唯  伴奏：山後 陽花 

③３学年 「いざ立て戦人よ」   指揮：齊藤 そら 

１6．全校合唱    「ハピネス」                １５：１０～１５：２５ 

  ピアノの伴奏に合わせて、今年度の全校合唱曲「ハピネス」を歌います。 指揮：齊藤 そら  伴奏：清家 玲里 

１7．閉会行事                        １５：２５～１５：３５ 

①はじめのことば       ②生徒会長あいさつ（２年３組 山本 杏）  ③学校長講評 

④校歌斉唱（吹奏楽部伴奏）  ⑤おわりのことば 

１８．エンディング   スライドショー                 １５：３５～１５：４５ 

  閉会宣言（実行委員長 ２年１組 小野 竜輔） 



 

文化講座講師紹介 

 講座 講師 

１ 英語弁論（プログラム No.３） 佐伯市 ALT 寺田 レベッカ 様 

２ 囲碁(プログラム No.６)  日本棋院佐伯支部 理事 天野 一彦 様 

３ 国際交流（プログラム No.７） 佐伯市 ALT ジェリー 様 

４ 書道パフォーマンス（プログラム No.９） 大分県立佐伯鶴城高等学校 書道科講師 山田 千陽 様 

５ ギター演奏（プログラム No.１０） 
パッション美容室 オーナー 

（佐伯クラッシックギタークラブ代表）河野 正也 様 

６ ダンス（プログラム No.１１） 

日本文理大学附属高等学校教諭 中村 英美 様 

桑原 圭悟 様 

江藤 玲奈 様 

日本文理大学附属高等学校ダンス部生徒の皆様 

７ 琴演奏（プログラム No.１３） 生田流宮城会教授 文化琴講師 米田 京子 様 

８ 華道（プログラム No.１４） 

日本いけばな芸術協力特別会員 佐倉 洋佳 様 

               工藤 美苗 様 

             橋佐古 亜矢子 様 

９ 茶道（校内展示） 
茶道表千家教授  菅 美代子 様 

         以下、社中の皆様 

１０ 陶芸（校内展示） 陶芸工房としの窯主宰 歳納 泰次郎 様 

１１ パッチワーク（校内展示） 佐伯市主任児童委員会 会長 藤原 薫 様 

 

 

お願い・諸注意 

・駐車場は本校南グランド及び北グランド、並びに県総合庁舎駐車場をご利用ください。これ以外

の場所には駐車されないよう、ご協力をお願いします。 

・混雑が予想されますので、会場内、駐車場内等での事故やけがにご注意ください。 

・体育館では飲食禁止です。 

・喫煙は校外にてお願いします。 

・校内の展示品には触らないでください。 

・マナーを守っての鑑賞をお願いします。 

・ご不明な点は、本校職員（ネームプレートをつけています）にお気軽にお尋ねください。 

 

 

 

平成 28年度 佐伯市立鶴谷中学校 文化祭実行委員一覧 

実行委員長：小野 竜輔     副実行委員長：内村 ナミエ 

 執行部：山本 杏、丹生 英寿、菅 未空、川野 圭太、河野 鳴海、菅 奏斗、洌鎌 菜摘、神﨑 蒼介、長田 薫 

実行委員：立花 向日葵、檜垣 彩、坪根 美詩、清家 鮎里、米澤 秀梧、五十川 梨珠、廣瀬 直軌、木下 千桜 

平 晟星雅、桂木 瑞季、菅 遙斗、渡辺 紗都、安藤 桃花、和田 麻友美、石山 杏実、河野 響暉、岩﨑 晶子 

矢田 泰樹、丸山 剛、福原 彩花、今田 凪咲、芦刈  掌、狩野 陽向、渡邉 航大、藤井 孝二郎、戸髙 愛望 

清家 想恵、波戸崎 智央、山口 由莉、染矢 慶、河野 秀星、藤沢 めぐ、脇坂 早雲、石田 弥桜 


