「附中祭に寄せて」
校長 遠藤 仁
空高くイワシ雲の現れる時節となりました。この
日を目指し，互いに協力しあいながら準備を進めて
きた附中祭が、いよいよ幕を開けます。
イワシ雲はすがすがしい秋空の象徴とされます
が，この雲が出たら３日のうちに雨なのだとか。け
れども，きれいな花を咲かせるのに雨は欠かせませ
ん。今年の附中祭は，「百花繚乱～Everybody 創
happy～」と謳われるように，きっと色とりどりの
花々が華やかに咲き乱れることでしょう。百花繚乱
は，優れた人が数多く現れたり，立派な物事がたく
さん出来たりすることの比喩にも用いられます。き
っと面白い出し物や個性豊かな役者がステージを賑
わすことでしょう。学年やクラス，サークルの持ち
味が調和し，誰もが達成感の得られる，夏の終わり
を飾るにふさわしい１ページとなることを願ってい
ます。

「Everybody 創 happy!」
生徒会長 角道 吾子
間もなくステージの幕が上がります！我々の盛り
上がりがピークになろうとしている今，皆さんは何
を感じていますか？今日は祭です。大騒ぎの日で
す！日頃のストレス(勉強とか勉強とか)をエネルギ
ーに変えて，附属中をぶち壊すくらいパワフルに行
こうゼ！☆

「百花繚乱～Everybody 創 happy～」
実行委員長 菊池 悠夏
今回の附中祭テーマは，「百花繚乱～Everybody
創 happy～」です。1 人１人の良さを発揮し，附中
生全員で成長していくことができるようにとこのテ
ーマに決定しました。附中生という「花」をこの附
中祭で輝きを持って咲かせましょう！！
－私たちの進化はこれからも続きます－

ステ ージ発表の部
開会行事
ステージ発表
展示アピール

９：００～ ９：２０
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バザー紹介
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１１：１０～１１：１５
１３：００～１３：４５

閉会行事

１３：５５～１４：１５

～１ 学年～

「忍たま～時空トラベルの段～」
「ここはどこ！？」乱太郎，しんべい，きり丸の
３人が忍術の練習中に別の世界に迷い込んでしまっ
た！！そこで出会ったあの人を，３人は助けてあげ
ることができるのか！？３－２が繰り広げるハチャ
メチャストーリー，必見です。

（３ 年３ 組）

９ ：２ ５ ～９ ：４ ０

「楽団四季～夏秋冬春～」
私たち 1 年生は，附中祭が始まる「夏」からこれ
から共に迎える「秋」，「冬」を過ごし，1 学年の
終わりを迎える来年の「春」に自分たちの花を咲か
せることが出来るようになりたい，という気持ちを
込め，四季を表す曲を合奏します。１人１人の夢が
咲く合奏をどうぞ御期待！あれ？かもめの鳴き声が
聞こえてきましたよ！！

～２ 学年～

（３ 年２ 組）

９ ：４ ５ ～１ ０ ：０ ０

「和」～日本の伝統～
日本を象徴する“和”。今年 2 年生は“和”を主
にステージ上で咲かせます。今回使う和傘や扇子は
全て 2 年生が手作りしたものです。それらを使った
パフォーマンスを披露します。去年からの集大成を，
どうぞ御覧ください。

～３ 学年～

１ ０ ：０ ５ ～１ ０ ：５ ５

（３ 年４ 組）
「サトゥーと奇妙な冒険」
突如として地上に現れた異星からの襲来者，ナオ
トサトウ星人のハルティーカと名乗る奇妙な人…
否，宇宙人。彼を救うべく地球人は立ち上がる(かも
しれない)。サトゥーと愉快な仲間たちを添えて。

（３ 年１ 組）
「名探偵イコナン」
なんとあの有名な名探偵コナン…いや，名探偵イ
コナンがこの会場に！？ということは…あのキッド
様も～♡♡３－１(全員)の個性あふれる劇をお見逃
しなく！！さぁ，いよいよ名探偵イコナンが始まり
ます。

「イ・シオ物語」
長らく平和だったスエナガ帝国に新たに即位した
女帝スエ・ナガ。皇子イ・シオは女帝にくしゃみを
かけてしまい，国を追われてしまった。しかし重い
税に苦しむ国民を救うため魔術師団と共に女帝を倒
す旅に出る！刮目せよ。

吹奏楽サークル

１ ３ ：０ ０ ～１ ３ ：４ ５

「音楽は爆発だ～県大会行きました～」
今年のステージでは誰もが知っている曲や全員
で盛り上がれる曲を演奏します！３年生のソロは
必見です。掛け声と手拍子で盛り上げてくださ
い！！！皆さんに幸せを届けます♪

【御来校の皆様へ】
☆
☆

下足用袋の御用意をお願いいたします。
校地の出入りは、南通用門を御利用ください。
安全管理上，ネーム（シール）の着用をお願いい
たします。
☆ 体育館の出入りは，西側の入り口のみ御利用く
ださい。その他の入り口は，発表団体の出入りに
利用いたします。
☆ 展示のない教室へは，入らないようにお願いい
たします。
☆ 展示・研究発表の見学は，指定された時間帯で
お願いいたします。
☆ ステージ発表の際は，携帯電話の電源をお切り
いただくか，マナーモードに変更の上，御観覧い
ただきますようお願いいたします。
☆ 校地内での喫煙は，御遠慮ください。
☆ 発表時刻は，多少前後することもあります。御
了承ください。

展示・研究発表の部
１ １ ：５ ０ ～１ ２ ：５ ０

科学サークル (第 1・2 理科室・２ F ホール)
今年総勢 32 人となった科学サークル。個人研究に
加え，研究の質を意識した団体研究も行います。研究
のバリエーションが豊富で，カルメ焼きや，キャッパ
ー連盟によるペットボトルキャップ野球の研究など
見所満載！進化した科学サークルをとくと御覧あ
れ！

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

2019 附中祭

◇

校舎見取り図・展示団体

百花繚乱

～Everybody 創 happy～

３F ホール
・１学年国語科
・２学年

美術サークル (美術室・美術室前廊下)
「童話」
今年の美術サークルの展示のテーマは，童話です。
個人製作では各々が好きなように童話を基に作りま
した。協同製作では，赤ずきん，アラジン，マッチ
売りの少女，ヘンゼルとグレーテルの４つの童話を
基にそれぞれの世界を，学年を越え協力して製作し
ました。さぁ，童話の世界へ遊びに来てください！

１ 学年国語科「書写」

第一・二理科室
・科学サークル
２F ホール
・科学サークル

(３ Ｆ ホール)

１学年「書写」では毛筆作品の展示を行います。
今年度は 1 人１人が自分の選んだ 1 文字を，行書体
で表現しました。「百花繚乱」という附中祭のテー
マにふさわしく，それぞれの個性が光る作品が完成
しました。３階フロアでぜひ味わい深い作品を御覧
ください。

２ 学年

図書室
・保護者控室

美術室 美術室前廊下

・美術サークル

１F ホール
・３学年英語科
・特別支援学校バザー

(３ Ｆ ホール)

２年生のステージ発表で使用する傘や扇子を展示
します。ステージでパフォーマンスをする仲間のため
に想いを込めて作製しました。パフォーマンスと創作
展示を合わせて２学年の作品は完成します。ぜひ、
「和」～日本の伝統～を少しでも感じていただければ
と思います。

３ 学年英語科（１ F ホール）

令和元年８月２４日（土）

英語の授業で書いた英文を２種類展示します。 １
つは日本文化を外国人向けに紹介するために書いた
もの，もう１つは，５月に実施した総合学習の思い出
を英文でまとめたものです。是非御覧下さい。

Designed by Matsuo Rirei & Asano Kiwako

附属特別支援学校バザー（１ F ホール）
毎年大好評の附属特別支援学校「作業製品販売会」
です。生徒が一生懸命に製作した製品を販売します。
生徒の皆さん，今年も「いいねコイン！」の投票を
よろしくお願いします。
※保護者・一般の方を対象とした販売になります。

わこうど り

生徒会キャラクター「 若 人 鳥 」

開会行事
ステージ発表
展示アピール
バザー紹介
展示発表
吹奏楽サークル
閉会行事

９：００～ ９：２０
９：２５～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：１０～１１：１５
１１：５０～１２：５０
１３：００～１３：４５
１３：５５～１４：１５

宮城教育大学附属中学校
Affiliated Junior High School Miyagi University of Education

