
 

 

 

 

文化祭に寄せて ～40周年へ向けた“暁”となれ～ 生徒会担当 成田 芳 

今年も文化祭の季節がやってきました。この３週間、

合唱の練習や部門別活動、部活動発表の準備、生徒会

役員会はモザイクアートの制作など、校内の様々な場

所で文化祭へ向けた準備が進められています。そんな

今年の文化祭のテーマは“暁”。昨年、宮の森中学校

は30周年を迎えましたが、今年の文化祭は40周年へ向

けた最初の文化祭になるということで、この文化祭を

通して、宮の森中学校の新たな一歩を踏み出そうとい

う願いをこめて、このテーマは決められました。毎年、

部門の活動内容や合唱に取り組む姿勢などに大きな変

化はなく、ひたすら伝統を引き継いで進めてきている

文化祭ですが、今年にしかできない、今年ならではの

文化祭にしようと、生徒が懸命に取り組む姿を見ると、

我々も負けてはいられないと、生徒と切磋琢磨し合う

ような関係になれるところも、この行事の魅力だと感

じます。 

さて、今週末に行われる文化祭では、１日目に２年

生よる開祭式、各学級が磨きをかけた合唱の発表、各

学年の優秀者による英語暗唱が行われます。２日目に

は各学年のステージ発表、展示発表に加え、５組が製

作した製品の即売会、地域の方々による作品展示、科

学部や美術部展、PTAの方々によるバザーや友愛セー

ル、吹奏楽部の発表、そして３年生による閉祭式と、

盛りだくさんの内容となっています。ぜひ、今年も宮

の森中学校の文化祭を通して、中学生の熱い息吹を感

じていただければと思います。 

最後になりましたが、今回の文化祭の開催にあたり

多くの方々のご協力、ご支援をいただきました。感謝

申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１日目の日程 ９月30日（金） 

8:50 開祭式〔２学年担当〕 

9:40 ５組合唱発表会 

５組 『この星に生まれて』 

9:45 １学年合唱発表会 

４組 『ひろい世界へ』 

指揮：森田遥香 伴奏：清水智加 

１組 『キミのもとへ……』 

指揮：櫻田ひなた 伴奏：合田虎太郎 

２組 『虹色の未来』 

指揮：今井七穂 伴奏：鎌田樹那 

３組 『今を生きる』 

指揮：竹内 奏 伴奏：金本采己 

10:25 ２学年合唱発表会 

２組 『君と見た海』 

指揮： 川絢子 伴奏：紺野真由 

１組 『はじまり』 

指揮：竹田悠悟 伴奏：法福仁香 

３組 『信じる』 

指揮：森越大貴 伴奏：長野馨子 

11:05 ３学年合唱発表会 

１組 『聞こえる』 

指揮：増谷魁一 伴奏：中嶋ひかる 

３組 『夏』 

指揮：長谷川真実 伴奏：青木浩樹 

４組 『走る川』 

指揮：柳町なお子 伴奏：金本秩佳 

２組 『朝』 

指揮：鎌田志保 伴奏：須藤千雛 

11:30 英語暗唱発表会 司会 ３年１組 黄愛菜 

１学年 Self Introduction～自己紹介～ 

１組 岩田迪也  ２組 野呂朝陽 

３組 青木菜保  ４組 栗林千寛 

２学年 Eigo Rakugo～英語落語～ 

１組 多田遥（ラーメン屋） 

２組 根立遥向（新しい視点） 

３組 秋庭千里（金槌） 

小川アレクサンドラ（ラーメン屋） 

３学年 Education First: Malala's Story 

１組 浅岡花奈  １組 樋口桃子 

２組 長塚文花  ３組 多田玲 

２日目の日程は裏面へ

宮の森中だより 
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太陽に照らされる今 
この瞬間 

一秒一秒大切に 
創りあげたこの時を 

私達で 
どんな色に染めあげるのか 

← シンボルマーク 

（３年１組 佐々木くるみ） 

テーマ詩 → 

（１年２組 齋藤 和奏子） 



２日目の日程 10月１日（土） 

8:50 １学年ステージ発表『転校生はロボット』 

9:25 ２学年ステージ発表『リングス～世界中の人

が幸せであるために～』 

10:10 ３学年ステージ発表『グッジョブ！』 

バザー利用時間 11:05～11:40 １・３学年 
11:45～12:20 ２学年・一般 
12:25～12:55 共通・一般 

11:05～12:55 ５組即売 〔１階玄関ホール〕 
友愛セール 〔３階被服室〕 

※友愛セールの一般の方のご利用は11:45～ 

13:05 吹奏楽部発表 「シュガーソングとビターステップ」他 

13:35 閉祭式〔３学年担当〕 

装飾・展示部門 

《校内装飾》〔１学年担当〕Akatsuki 

《展示》 
１学年展示〔２階３－１教室〕ILLUSION LAND 
２学年展示〔２階３－２教室〕大航海時代 
３学年展示〔２階３－３・４教室〕 

FINDING ISSUN ―ファインディング一寸 

《部活動等の展示》 
〔２階理科室前〕・５組展 ・家庭科展 ・保健体育科展 

・総合的な学習の時間展 
〔２階理科室〕・科学部展 
〔１階１年教室前〕・国語科展 
〔１階美術室〕・美術科展 ・美術部展 

10月１日（土） 
9:00～13:00 地域文化作品展〔１階１－３、１－４〕 

 お知らせ  
前号の「学校だより」でもお知らせいたしましたが、第31回文化祭２日目の３日（土）は、地域の方々へも

公開しております。正面玄関で受付をしていただくようお願いいたします。しかし、昨年度から他校の中学生、

高校生のご来校は安全管理上、ご遠慮いただいております。ただし、卒業生の場合や本校に兄弟が在籍してい

る場合は、お入りいただけます。 

 

レインボーピックと文化祭 
５組 青柳 沙知 

９月12日（月）全市の中学校特別支援学級に在籍する生徒

たちが日頃の体育的な活動の成果を発表する陸上競技大会

「レインボーピック」が行われ、本校の５組も参加してきま

した。 

これまで体育Ａ（体力作り）に毎日取り組み、中距離走（400、

1000、1500ｍ）で自己新記録を出し、大きな自信になった生徒

がいました。また、思うように走れず、悔しい思いをした生徒

もいます。どちらも一生懸命練習してきたからこそ感じること

ができた気持ちです。ぜひ、今回感じた気持ちを大切にして、

これからの生活で頑張る力にしていってほしいと思います。ク

ラス全員で協力して完成させた組体操ではお互いを思いやり、

声をかけあい、成功させることができました。クラスの団結力

も増したような気がします。 

そして今は文化祭の即売に向けて、作業学習の時間を増や

して製品作りに励んでいます。１学期に牛乳パックを集め、

裁断やミキサーにかけてドロドロにして紙すきを行い、たく

さんのリサイクル紙を作りました。２学期からはこの紙で、

はがき、ポチ袋、カード、コースター、メモ帳などを製作し

ています。丁寧に心をこめて取り組んでいます。これからは

即売の店員の練習をして、お客さんにしっかりと対応できる

ようにします。また、昨年度の後期に製作した縫工製品、ビー

ズ、羊毛、革製品も準備しています。 

文化祭２日目の１日（土）のバザーの時間帯に玄関前で即

売を行いますの

で、ぜひお越し

ください。 

 

Information 

 10月の行事予定  

10月１日 （土） 文化祭② PTAバザー  ※３日 振替休日 

４日 （火） 局、専、年協、議、選管⑤ 

５日 （水） 全協 

６日 （木） 演説会リハーサル 

７日 （金） 生徒会演説会 選管⑥ 英検 
冬服完全実施 教育相談アンケート配布 

10日 （月） 体育の日 

11日 （火） 後期委員選出 学年打合せ ※６時間授業 

12日 （水） 札教研事業 研究授業2-1･2女子 避難訓練② 
 ※４時間授業 給食なし 

13日 （木） ３年学力テストＢ 教育相談アンケート回収 
校務部会 

14日 （金） 局、専、年協、議① ※５時間授業 

15日 （土） サタデースクール（理科実験） 

17日 （月） 全協 

18日 （火） ３年文楽鑑賞(5･6校時) ※６時間授業 

19日 （水） 生徒会認証式 局、専、年協、議② 
 ※５時間授業 

20日 （木） ２年総合訪問学習(～21日) ※２年給食なし 
３年総合訪問学習 

21日 （金） 幼稚園訪問学習(3-1) ※２年給食なし 

24日 （月） ３年進路説明会 幼稚園訪問学習(3-2) 

25日 （火） 職員会議 

26日 （水） 全協 ５組宿泊学習① ※５組給食なし(～28日) 

27日 （木） ５組宿泊学習② 学校徴収金振替日 
幼稚園訪問学習(3-2) 

28日 （金） ５組臨時休業 テスト範囲表配布 
３年青少年科学館学習 ※３年給食なし 

※予定は変更になることもありますが、その時はお知らせいたします。 


