
第 50回 別海町立別海中央中学校  中央
ちゅうおう

祭
フェス

プログラム 

１日目 ～１０月２８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 １３：１０～１３：３０ 吹奏楽部発表 

３ １３：４５～１４：４５ 弁論大会 

４ １４：５５～１５：３５ 実行委員会企画 

２日目 ～１０月２９日（日）～ 

 時 間 演        目 

１  ８：５０～ ９：００ 校長挨拶、祝電披露、PTA会長挨拶 

２ ９：１０～ ９：５０ 演劇 A「MADハッピーエンド」 

３ １０：００～１０：２０ バラエティチーム B 

４ １０：３０～１１：１０ 演劇 B「そして伝説へ・・・」 

５ １１：２０～１１：４０ バラエティチームＡ  

６ １１：４０～１３：４０ 昼食・バザー・校内一般公開 

７ １３：４０～１５：００ 合唱コンクール 

８ １５：００～１５：１５ 中央中の軌跡（ビデオ映像） 

９ １５：１５～１５：２５ 閉祭式 

 
 

平成２９年度 中央祭チーム紹介 
 

中央祭実行委員   今年も実行委員を中心として第５０回という記念すべき中央祭を盛り上げ、より

良いものをつくっ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     今年の演劇 Aチームは、今までの演劇とは違った深みのある作品になっていま

す。「MAD ハッピーエンド」お楽しみにー！！ 

演劇 Bチーム     今年の演劇Ｂチームは，例年とは違った系統の演劇に挑戦します。どうぞ楽しん

で見て下さい。 

バラエティ Aチーム 今年のバラエティＡチームの目標は、「笑われずに、笑わせる」です。濃いキャラを 

上手く生かせるようにがんばります！ 

バラエティ Bチーム 今回のバラエティ Bチームのテーマは「笑って 笑って B HAPPY！」です。学校祭 

が５０周年ということで、ザ・王道な仕上がりになっています。最後までお楽しみ下 

さい！ 

家庭科Ａチーム    Chocolate Worldをテーマにチョコレートを使ったおかしを提供しています。ぜひ 

来て下さい。 

家庭科Ｂチーム    今年の家庭科 Bチームは、「和風」をテーマにおかしづくりや教室の飾りつけをし 

て、みなさんをおもてなしします。そして、今年は、記念すべき 50回目というこ 

とで、縁日・アトラクションチームとすてきなキャンペーンをします！！ぜひ、縁日・ 

アトラクションへ行ってから、お越し下さい！！ 

美術・工作チームＡ 今年の美術・工作 Aチームのテーマは「自然」です。砂漠、森、海、空の４種類の自 

然をイメージして製作しました。私達のこだわりが沢山つまった作品をぜひ見に来 

て下さい。 

美術・工作チームＢ こんにちは!美術・工作 Bチームです。今年の美術・工作 Bチームは「和」をイメー 

ジした世界観を土台に神社や紅葉で日本の秋らしさを演出しました。是非、足を 

運び入れて下さい！ 

 

アトラクション（縁日） 今年の縁日チームは「祭」をテーマに取り組んでいます。今年は、家庭科チームと

の共同など、新しいことをたくさん取り入れているので楽しみにしていてくださ

い。なので１年 C組の教室にぜひお越し下さい。 

アトラクション      今年もアトラクションチームはおばけやしきをします！！記念すべき学校祭５０

周年ということで・・・本物のおばけがでるかも？！２階の学習室２でやっている

のでぜひ来て下さい！ 

バザーチーム      バザーチームは幅広い年代の方々に楽しんでもらえるような装飾にしました。今

年はかき氷も提供します。場所は調理準備室です。ぜひ、来て下さい。 

校内装飾         今年の校内装飾は見て楽しめるような色々な装飾や写真撮影のできる場所を

用意しました。ぜひ、お気に入りの場所を見つけてみて下さい！ 

 

弁論大会発表者 

順 学 級 氏  名 論     題 

１ １A 谷内 香穂 ポジティブ人間 

２ １C 酒匂 胡春 認め合って支え合う 

３ ２B 尾形 菜々美 ありがとう 

４ １C 佐々木 愛 キラキラの笑顔＝色のある世界 

５ ３B 宍戸 愛実 生きること 

６ ２A 廣島 遥菜 たくさんの優しさの中で 

７ ２B 加瀬 健太郎 夢の意味 

８ ３A 佐野 綾花 言葉 

９ １B 太田 裕晴 ぼくの傷 

 

合唱コンクール  

課題曲 １年生：「君と歩こう」  栂野 知子 作詞／栂野 知子 作曲 

     ２年生：「大切なもの」  山崎 朋子 作詞／山崎 朋子 作曲 

     ３年生：「たしかな一歩」 桜田 直子 作詞／桜田 直子 作曲 

順 学 級 自 由 曲 指 揮 者 伴 奏 者 

１ １B 君をのせて 
課）門間 ちひろ 

自）宇佐美 匡吾 

課）菊田 和奏 

自）菊田 和奏 

２ １A あなたに 
課）藤原 花音 

自）掛川 新一郎 

課）仙石 瑛斗 

自）酒井 愛稀  

３ １C 心の瞳 
課）高山 心鈴 

自）宮西 優太 

課）佐々木 愛 

自）鈴木 緋華 

４ 2B 
旅立ちの時 

～Asian Dream Song～ 

課）秋山 紗奈 

自）尾形 菜々美 

課）奥田 蒼菜 

自）八木 華暖 

５ ２A 輝くために 
課）寺尾 龍人 

自）酒井 優穏 

課）廣島 遥菜 

自）澤田 恵花 

６ 3B 証 
課）古谷 友佑 

自）福原 詩苑 

課) 宍戸 愛実 

自）小野 和花奈 

７ ３A 虹 
課）伊藤 賢明 

自）菅野 悠 

課）佐野 綾花 

自）佐藤 李々安 



演 劇   

演劇 Aチーム「MAD ハッピーエンド」あらすじ 

琴葉、佐伯、美紗、太一、玲が織りなすシリアスストーリー。あるできごとをきっかけに、５人が翻弄

されていく．．．。心の居場所が失われたとき、あなたはどうしますか。 

演劇 Bチーム「そして伝説へ・・・」あらすじ 

その世界は混沌にあふれていた。世界に光をもたらさんとする者がいた。そして・・・ 

 

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が、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。また、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、記念すべき第５０回学校祭を、来る１０月２８日（土）２９日（日）の２日間の

日程で開催することになりました。今年の学校祭のテーマは「昔も今もこれからも、皆が

泣いたり、笑ったり、喜んだりできる場所であってほしいということ」を願って『ＰＬＡ

ＣＥ（プレイス）』となりました。今年度も実行委員会が主体となり、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、ご来校いただき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  森野  志保 

 

バザーについて 【１０月２９日（日）】 

 

昼食（バザーチーム、ＰＴＡ厚生委員会） 

        （１2：1５～１4：0０） 

場所 被服室，技術室、調理室（１F） 

 

食券をお持ちの方は，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、若干ですが食券の当日販

売もしております。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（ＰＴＡ文化委員会） 

（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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場 別海町立別海中央中学校 

期日 平成２９年１０月２８日（土）１２：４５～ 

１０月２９日（日） ８：５０～ 

 

待ちに待った中央祭がいよいよやってきました。大切な思い出を作るために私たちは毎日

一生懸命頑張ってきました。その頑張りを保護者の皆様や、地域の方々など多くの方に見て

いただけたらと思います。 

 今年のテーマは第５０回目となる中央祭がみんなで楽しく笑ったり、泣いたりできる場所

になることを願って「ＰＬＡＣＥ」です。この日のために、どのチームも放課後遅くまで残

り、試行錯誤し頑張ってきました。弁論大会も夏休みから準備をし、長い時間をかけてつく

りあげてきました。そして、合唱コンクールは各クラスそれぞれにドラマがあり、そのドラ

マがコンクール当日どのようなクライマックスをむかえるか・・・。皆さんも学生時代を思

い出して私たちと一緒に泣いたり、笑ったりして同じ時間を過ごせたら嬉しいです。 

 この２日間が沢山の笑顔と感動の涙で輝けるよう頑張ります。キラキラと光り輝く私達を

どうぞご覧下さい。 

                           別海町立別海中央中学校 

                            生徒会長  尾形 菜々美 

 

作：細川 未羽（３Ｂ） 


