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兵庫教育大学附属中学校 

年  組  番 名前 



第 35回 友嬉祭テーマ 

輝跡の琥珀～最高の仲間ときらめく思い出～ 

 

教 室 展 示 

♦１年総合学習 「身近にあるすごいものや人物」 

♦２年総合学習 「郷土の特産品と歴史について」 

♦３年総合学習 「あったらいいな!を形にする」 

 

舞台発表・展示発表 

１．開会行事（9:00～9:20） 

開会宣言   生徒会から 

学校長挨拶 生徒会長挨拶 

２．校歌斉唱・諸注意（9:20～9:30） 

３．合唱コンクール（9：35～10：50） 

４．人権作文発表（11:00～11:20） 

５．舞台発表 午前の部（11:25～11:55）  

 2・3 年生総合学習発表  

  ２年生「郷土の特産品と歴史について」 

  ３年生「あったらいいな!を形にする」 

６．昼休憩・展示発表（12:00～13:10）  

「総合選択ポスターセッション展示」 (体育館壁面) 

「メディア制作部」(美術室)「家庭科同好会」(家庭科室)  

「PTA バザー」(武道場，12：00～14：00) 

その他各教室にて、総合学習の成果を展示発表 

７．舞台発表 午後の部（13:15～15:25） 

(1) 有志発表 

(2) 科学部「科学部秋の science Show!」 

(3) キャリア 英語「Here Our Voice」 

(4) キャリア 代表発表 

(5) 学年合唱 

(6) 吹奏楽部発表「Sound of Music」 

   

８．閉会行事（15:30～15:40） 

合唱コンクール講評・表彰 副校長挨拶 

学芸部長挨拶       閉会宣言 
 

 
プログラム進行上、予定の時間が若干前後することがございます。 

舞台発表は、予定よりも少しお早めにお越しください。 
舞台発表の途中では進行上、会場への入退場をお断りさせていただ 
きます。 
 
※車の駐車は山国プラザ西駐車場か教育研修所駐車場にお願いします。 

ご理解ご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

人権作文発表会 

1年 3組 矢内 鈴夏 

「ピース」 

2年 1組 時本 希望 

「愛は複雑で形ないもの」 

3年 3組 石場 望愛 

「壁を乗り越える」 

 

友嬉祭合唱コンクール 

自由曲(演奏順) 

(1) 1-2「虹色の未来」 

(2) 1-3「永遠のキャンバス」 

(3) 1-1「マイバラード」 

(4) 2-1「明日へ」 

(5) 2-3「COSMOS」 

(6) 2-2「時を越えて」 

(7) 3-2「HEIWA の鐘」 

(8) 3-3「時の旅人」 

(9) 3-1「生きている証」 

 

1年学年合唱・課題曲 

「変わらないもの」 

2年学年合唱・課題曲 

｢輝くために」 

3年学年合唱・課題曲 

「あなたへ 

～旅立ちに寄せるメッセージ～」 

 

 

意外な事実に驚き、発見の楽しさを感じることができました。 

各クラスで展示しています。ぜひご覧ください。 



舞 台 発 表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 科 の 展 示 

  

吹奏楽部 Sound of Music 

私たちは、皆さんも知っている曲を 26人で演

奏します。１人ひとりの個性溢れる音をみな

さんにお届けします！手拍子していただいて

かまいません！最後まで体育館のみんなで楽

しく盛り上がりましょう！ 

キャリア総合 

様々な講座に分かれ、大学の先生から普段は
聞けないような興味深い話を聞くことがで
きました。１０時間の講座内容を３時間かけ
で大きなポスターにわかりやすくまとめま
した。どれも興味深い内容です。体育館壁面
に展示しています。ぜひご覧ください。 

科学部 科学部秋の science show！ 

こんにちは、科学部です！今年もやって来まし

た友嬉祭！今年は笑いや盛り上げるというこ

とを意識して作っています。是非、声を出して

友嬉祭を盛り上げてください！今年のブロア

ーは唯一無二になると思います。 

 

人権作文発表会 

今年も全校生が人権作文に取り組みよりよい社

会の実現に向けて、それぞれが考えを文章にま

とめました。1 人ひとりが心から住みよく幸せ

な社会の実現を願っていることが伝わりまし

た。各学年代表の発表をお聞き下さい。 

選択英語 Here Our Voice 

私達は英語を使用した自己表現を目指し、主にス

ピーチ練習を仲良く励んでいます。ゲストとして

ビーシェル先生のイギリス人の友達や梅宮先生も

手伝ってくださいました。その成果をビデオにま

とめました。お楽しみください。 

 

 

。 

１・２年理科 夏休み作品展  

＠３Ｆ 理科室 

生徒が夏休みに取り組んだ
自由研究や課題の展示を行
います。新しい発見や学びが
きっとあるはずです。１年生
は研究を行い、２年生は興味
ある生き物を調べました。
様々な工夫のある作品をご
覧ください。 

社会科 キャリア国際文化理解作品展 

      ＠３Ｆ 学習室 

各学年の社会科の授業での取り
組みを紹介します。２年生は東北
地方のまとめ、３年生は集団的自
衛権についてのディベートのま
とめを展示します。また、キャリ
ア総合（国際文化理解）の作品も
展示しています。ぜひご覧くださ
い。 

 

国語科     

＠３Ｆ 図書室 

国語科の授業や夏休みの課題

の中で制作した作品を展示し

ています。本年度は書道の作

品だけでなく、授業の中のグ

ループワークやキャリア総合

の授業で作成したものも展示

しています。ぜひご覧くださ

い。 

３年家庭科＆選択家庭 手づくりおもちゃ＆キャリア総合「家庭と地域」      ＠２Ｆ 家庭科室 

３年生は手作りおもちゃを持って附属幼稚園４・５才児と交流しています。園児と共に完成させ
た作品の一部とキャリア総合選択授業で子育て支援ルームＧＥＮＫＩでの交流を通して学んだ事
を展示しています。 

選択美術 マグカップ    ＠３Ｆ 美術室・廊下 

フロッタージュの模様をデザインしてマグカッ
プを制作しました。ユニークな発想の作品をお楽
しみ下さい。 

美術作品          ＠３Ｆ 美術室・廊下 

美術の授業で作った作品を展示します。ぜひ見

に来て下さい。 



 

部 活 動 の 展 示 

 

 

 

 

 

 

 

 

展 示 発 表 場 所 

メディア制作部 イラストの展示 

＠３Ｆ 美術室・廊下・２～３Ｆ 階段 

私たちメディア制作部は、各自で描いたイ

ラスト等の作品を展示します。各部員の

様々な作品を多く展示するので３階美術室

までぜひ足を運んでみて下さい。 

家庭科同好会 LINEに負けるな 

＠２Ｆ 家庭科室 

今年のテーマは“LINE”です。使い方を一歩間違

えると、トラブルに巻き込まれてしまう LINE で

すが、家庭科室には、かわいいキャラクターが待

っています。スカートやエプロンの展示もしてい

るので、ぜひ来て下さい。 

 

総合選択ポスターセッション  

大学の先生方による専門的な内容を中心と

して開講されているキャリア総合選択授業

の内容を，ポスターセッションで発表しまし

た。学習した成果を体育館壁面に展示してい

ますので，ぜひご覧ください。 

 
舞台発表 会場 

 

北 館 

 

 

 
 

キャリア選択美術 マグカップ 

美術       美術作品 

メディア制作部  イラスト展示 

１・２年理科 

夏休み自由研究作品展 

国語科 社会科 

夏季作品展・キャリア 

国際文化理解作品

展 

 

 

キャリア選択家庭科 「家庭と地域」掲示発表 

３年家庭科  手づくりおもちゃ 

家庭科同好会     LINEに負けるな！ 

 

 

 

ＰＴＡバザー 12：00～14：00 

ＰＴＡ文化部 パステル画 

第１回文化部セミナーでつくった

作品です。「秋」をモチーフにした優

しい作品をぜひご覧ください。 

 

 

 

 
保護者・来校者 

受付 入場口 

１年総合学習 

「身近にあるすごいものや人物」 

2年総合学習 

「郷土の特産品と歴史

について知ろう」 

3年総合学習 

「修学旅行新聞」 ３年名札展示 


