
第４９回 別海町立別海中央中学校  中央
ちゅうおう

祭
ふぇす

プログラム 

１日目 ～１０月２９日（土）～ 

 時 間 演        目 

１ １２：４５～１３：００ 
オープニングセレモニー 

（開祭式） 

２ １３：１０～１４：００ 弁論大会 

３ １４：１０～１４：３５ 音楽チーム 

４ １４：４５～１５：２５ 実行委員会企画 

２日目 ～１０月３０日（日）～ 

 時 間 演        目 

１  ８：５０～ ９：００ 校長挨拶，祝電披露 

２ ９：００～ ９：２０ 吹奏楽部演奏 

３ ９：２０～ ９：３０ PTA会長挨拶 

４ ９：３０～１０：１０ 演劇 B「DAYS～僕たちの日常」 

５ １０：２０～１０：４０ バラエティチームＡ  

６ １０：５０～１１：３０ 演劇A「やぁ、久しぶり」 

７ １１：４０～１２：００ バラエティチームＢ 

 １２：００～１４：００ 昼食・校内一般公開 

８ １４：００～１５：００ 合唱コンクール 

９ １５：００～１５：１５ 中央中の軌跡（ビデオ） 

10 １５：１５～１５：３０ 閉祭式・全校合唱 

 

平成２８年度 中央祭チーム紹介 

中央祭実行委員   今年も実行委員が中心となって，中央祭を盛り上げていきたいと思います。実行

委員企画や、有志発表もお楽しみに！ 

演劇 Aチーム     私たちは「つながる」をテーマに、全員で頑張りました。他では見られないようなス

トーリーになっているので楽しんで見てください！！ 

演劇 Bチーム     今年の演劇Ｂチームは「一風変わった青春ストーリー」をテーマにしました。今まで

とは、一味ちがう内容に苦労などもありましたが、みなさんに楽しんでもらえるよ

う、チームみんなで頑張りました。ぜひ、当日見に来てください。 

音楽チーム      今年の音楽チームは器楽など 3曲を演奏します。テーマは「パレード」ということ 

で会場全体で盛り上がっていければと思います。 

バラエティAチーム 今年のバラエティＡチームはコントはもちろん新しい内容にも挑戦します。ぜひ楽し 

んでください。 

バラエティ Bチーム 去年の安立先生に負けず、平田先生とともに頑張ってまいりました！笑いのステー 

ジをお楽しみ下さい…。 

家庭科Ａチーム    今年の家庭科 Aチームは今、はやっているポケモンをテーマにしました。おいしい 

お菓子を提供していくので，ぜひ来てください！ 

家庭科Ｂチーム    僕たち、家庭科チームは教室にカフェをつくって、家庭科チームで作ったお菓子や 

誰でも自由に飲める紅茶やお茶などをだしたりします。お菓子も無料なので歩き

疲れたり、お菓子が食べたくなったら、ぜひよってみてください。 

美術・工作チームＡ   今年の美術・工作Ａチームのテーマは「ＬＯＶＥ and ＣＩＴＹ」です。ＬＯＶＥは“愛

情のこもった”という意味で、愛情をこめて 1つの町のような空間を作りました。

ぜひ来てください。 

美術・工作チームＢ  今年の美術・工作Ｂチームのテーマは「夜」です。今年の美術・工作は、今までやっ 

てこなかった事に挑戦します。非日常的な物を作るので、ぜひいらしてください。 

アトラクション（縁日） アトラクション縁日チームは、テーマを縁日とし装飾も縁日を表現します。わたあ

めなどの店もあるのでぜひ来てください。 

アトラクション     今年のお化け屋敷は、斬新な発想で仕掛けを考えました。今までにない、新しい

お化け屋敷の形を楽しんでください！ 

バザーチーム      今年のバザーチームのテーマは「ファイターズ優勝おめでとう！」です。ファイター

ズグッズを飾ったりするので、ぜひ楽しみに食堂に来てください。 

校内装飾        今年から新設された校内装飾部門は、毎年恒例の階段の絵や、昨年の学校祭で

要望のあった廊下の表示などを手掛けます。昨年とは違った雰囲気の校内を楽し

んで頂ければ幸いです。 

 

弁論大会発表者 

順 学 級 氏  名 論     題 

１ ２A 岩本 莉奈 幸福はすぐそこに 

２ ２B 山戸 千夏 今、この瞬間も大切に 

３ 2A 佐野 綾花 「幸せ」な人になるために 

４ 1A 酒井 優穏 努力と失敗 

５ 3B 鈴木 希子 十五年の人生 

６ 3B 佐竹寅次郎 継続は力なり 

７ 3A 石渡 由莉 世界中の未来を 

８ １B 南  文太 バカになる勇気 

 

合唱コンクール 課題曲「Let’s search for Tomorrow」堀 徹 作詞／大澤 徹訓 作曲 

順 学 級 自 由 曲 指 揮 者 伴 奏 者 

１ 1A With You Smile 
課）酒井 優穏 

自）加瀬 健太郎 

課）澤田 恵花 

自）廣島 遥菜 

２ 1B この星に生まれて 
課）加藤 樹音 

自）道又 紬  

課）道又 紬 

自）八木 華暖  

３ 2A HEIWA の鐘 
課）藤田 葵 

自）伊藤 賢明 

課）岩本 莉奈 

自）佐藤李々安 

４ 2B 心の瞳 
課）大内 耀李 

自）三栖 汐音 

課）小野和花奈 

自）宍戸 愛実 

５ 3A 虹 
課）竹内小太郎 

自）飯島 宇蘭 

課）長谷川未有 

自）橋本ひより 

６ 3B 道 
課）中野 花梨 

自）花輪 勇透 

課) 鈴木 希子 

自）半田 夏月 

 



演 劇   

演劇 Aチーム「やぁ、久しぶり」 あらすじ 

 高校の先生になったミドリ先生。ミドリ先生にはずっと想い続けている人がいる。突然そ

の人が現れて、こう言った。 

「やぁ、久しぶり。」 

演劇 Bチーム「ＤＡＹＳ～僕たちの日常」 あらすじ 

 学校祭のクラス発表について話す３年 B組。学級委員長は最後の学校祭に向けてクラスメ

イトと考えようとするが、みんなの反応は冷たく、思うようにうまく進まない。今までとは

一風変わった青春ストーリー。 

ごあいさつ 

日増しに秋も深まり、朝夕はめっきり冷え込む季節になりました。保護者の皆

様ならびに地域の皆様におかれましては、健やかにお過ごしのことと存じます。

日頃より本校の教育活動に対し、格別のご理解とご協力を賜り心より感謝申し上

げます。  

さて第４９回中央祭を、来る１０月２９日（土）３０日（日）の２日間の日程

で開催することになりました。今年の中央祭のテーマは中央中の生徒全員が星の

ように輝くことを願って『星瞬  The best』です。実行委員会が中心となり、全

校生徒が力を合わせ、この日に向けて精一杯頑張って準備してきました。生徒た

ちの取り組みの成果を、ぜひ多くの皆さん方にごゆっくりとご鑑賞いただくと同

時に、楽しんでいただきたく思います。  

つきましては、生徒たちの躍動感あふれる活動と、全身全霊を込めて頑張って

いる姿をご覧いただき、ご声援をいただければ幸いと存じます。また、本校の学

校祭には、ＰＴＡ保護者、地域の皆様から、バザーなどで多大のご協力をいただ

いていることに感謝申し上げます。時節柄ご多用の時期かと思いますが、ご来校

いただけますようご案内申し上げます。  

                    別海町立別海中央中学校  

校    長  青坂  信司  

ＰＴＡ会長  加藤  泰和  

 

バザーについて 【１０月 30日（日）】 

昼食（１2：1５～１4：0０） 

場所 被服室，技術室（１F） 

食券をお持ちの方は，おにぎり・ジュースな

どを玄関前ホールで引き換えてください。 

昼食の時間は１４：００までですが、注文

は 13:00 で終了いたしますのでご協力お願

いいたします。また，若干ですが食券も用意

しております。午前の部終了後，体育館内で

販売いたします。 

リサイクルバザー 

（午前の部終了後～売り切れまで） 

場所 図書室（２Ｆ） 

 

各家庭で眠っていたものも他の家庭では役立

つものがあるはず。是非いらしてください。 

 

※放送にてご案内いたします。 

 

 

☆別紙会場図の通り，各教室で展示を行っています。是非ご覧下さい。なお，教科作品には手 

を触れないようお願いいたします。 

 

☆中学校敷地内は全面禁煙です。ご協力をお願いいたします。 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

別海町立別海中央中学 

期日 平成２８年１０月２９日（土） １２:４５～ 

１０月３０日（日）  ８:５０～ 

 今年もまたこの季節とともに中央祭がやってきました。普段から、そしてこの学校でも保護者

の皆様、地域の皆様にご協力していただいている分、生徒達と共に楽しんでいただければと思い

ます。 

今年のテーマは「星瞬 the best」です。中央中の生徒全員が星のように輝き、最高の思い出

をつくり最高の一瞬を過ごせるようにという願いが込められています。今年も弁論大会や色々な

出し物に演目、合唱コンクールと見所が目白押しです。一人一人や各クラス、各チームが苦労し、

楽しみ、頑張ってつくりあげた、星のように輝くものがこの２日間にぎゅっとつまっています。

その一瞬一瞬の輝きを逃すことなく生徒達にとっても、皆様にとっても最高の思い出にしましょ

う。 

 最後にこの２日間がこれからずっとの思い出になるよう、笑えるだけ笑い、泣けるだけ泣き、

活気ある日を過ごしましょう。 

                       別海町立別海中央中学校 

                            生徒会長  牧野 蓮太 



 


