
２年生

組 選択曲名
課題曲

指 揮 者

3組 絆 指原 大登

2組 明日へ 岡田 健吾

4組 あなたに会えて 板谷 秀隆

1 組 My Own Road 山下 英一郎

5組 心の瞳 坂井 智紀

組 選択曲名
課題曲

指 揮 者

4組 変わらないもの 鮫島 優

1 組 大切なもの 山口 龍馬

2組 unlimited 岡田 初音

3組 Friends 今村 樹

組 選択曲名
課題曲

指 揮 者

3組 YELL 出本 ひなた

1組 時を越えて 中平 竜綺

2組 手紙 秋岡 紀志

4組

３

COSMOS 張本 太成

合唱コンクール
年生（8:40～）課題曲「時の旅人」

課題曲 選択曲

伴 奏 者 指 揮 者 伴 奏 者

新城 愛実 上土井 晴紀 新城 愛実

加藤 なつき 久保 俊幸 加藤 なつき

藤本 瑞希 野原 翔真 藤本 瑞希

森本 愛加 牧野 正虎 河瀬 由依

森本 愛加 山本 菜緒 北原 仁子

１年生（10:10～）課題曲「マイバラード」

課題曲 選択曲

伴 奏 者 指 揮 者 伴 奏 者

山本 爽太 當銘 由翔 綾目 俊汰

谷本 瑠翔 岸本 康生 森田 空

初音 青島 花菜 大本 望結 青島 花菜

梶原 咲希 幸川 未侑 芝西 遼太朗

３年生（11:10～）課題曲「道」

課題曲 選択曲

伴 奏 者 指 揮 者 伴 奏 者

ひなた 池田 瑞希 吉本 梨玖 芝西 杏菜

竜綺 池田 瑞希 古垣 陽我 髙橋 美紅

紀志 田村 野乃花 秋岡 紀志 田村 野乃花

太成 田村 野乃花 小浦 英莉子 島津 祐希

10 月 22日(木)
at 尼崎市立大庄北中学校体育館

（コンクールの発表順に掲載しています）

10 月 23日(金) at

午前の部

10:05～ オープニング

10:15～ ３年学年合唱

１年代表クラス合唱

２年代表クラス合唱

３年代表クラス合唱

休憩

11:20～ 箏曲合奏

人権作文朗読(3-1 古垣 陽我)

体操部

３年女子有志「Y&N」

保健委員会発表

３年生有志 「The spring of life

３年生男子有志「try ones limits

12:15～ 午前の部 終了

午後の部

13:00～ 生徒会発表

３年女子有志「七音（ドレミ）」

３年男子有志「SKB」

吹奏楽部演奏

13:40～ エンディング クラス合唱表彰
閉会のあいさつ

保護者のみなさまへ

・入場は保護者およびご家族を原則としています。

また、兄姉等や卒業生でも、未成年の場合

同伴の上でご来場ください。

・来場に際しては、スリッパと名札をご持参ください。

・車での来場はご遠慮ください。近隣に駐車するのも周辺

いただきますようお願いします。

舞 台
at 尼崎市立大庄北中学校体育館

（タイムテーブルは目安です）

「サクラメドレー」

) 「障害のある人に関する問題」

アクロバットダンス

デュオ「ハナミズキ」

「あなたは大丈夫？～スマホ・ネット依存～」

The spring of life」 バカッコイイ動画

try ones limits」サイリウム・ダンス「 アイのオキテ 」

長瀞小学校訪問～ホンマにありがとう～

ピアノ連弾「千本桜」

漫才「エレベーター」

「 がむしゃらに吹くぜ！OKBB 」
今日で３年生は最後の舞台となります。
カッコイイ曲も吹くので、
楽しみながらお聴きください。

としています。

の場合は保護者と

をご持参ください。

・車での来場はご遠慮ください。近隣に駐車するのも周辺の住民に迷惑となりますので、止めて



階段荒木学級上阪学級 保健室 進路

室

放送

室

校長

室

北館２Ｆ

北館１Ｆ

音楽室
調理室

千代木園，育友会

社会２

階段 ＬＬ教室
修学旅行VTR３年

コンピュータ室

玉村学級 多目的 多目的教室
美術１～３年

トライやる新聞２年

階段 ２-５ ２-４ ２-３ ２-２

家庭科１～３年

階段 少人数
茶華道部

１‐４ １‐３ １‐２

階段 英語教室
国語３年

英語
教室

３‐４ ３‐３

南館(本館)３Ｆ

南館(本館)１Ｆ

南館(本館)２Ｆ

生徒会執行部 フォトモザイク「輝」
全校生徒で切った大量の小さな写真を組み合わせ、一枚の大きな「輝」の
字を作ったﾌｫﾄﾓｻﾞｲｸｱｰﾄです。一つひとつが「輝」のパズルのピースです。

国語 1・2年 絵手紙＆毛筆作品
絵手紙……夏休みに、担任の先生あてに絵手紙を書いて出しました。
毛筆作品…画仙紙に自分で選んだ文字を毛筆で書きました。

国語 3年 一行詩 自分で作った詩を技術作品に仕上げました。

社会 2年 歴史新聞 夏休みに自分の興味のあるテーマについて調べました。

社会 3年
歴史の証言者新聞
仮説検証新聞

戦争、戦後復興、石油危機、バブル…。歴史の証言者にインタビューし、新
聞にまとめました。歴史の「なぜ

理科 1～3年 自由研究
日常生活や授業で興味を持ったことや不思議に思っていることを主
べ、まとめました。

美術 1～3年 作品と個性 作品を通して、授業のがんばりや自己表現へのこだわりを感じてください。

家庭科1～3年夏休みの作品
1年：布を使った小物を作ってみよう。
3年：自分史新聞を作ろう！

2 年トライやる
いつもと違う自分発見！
～トライやる・ウィーク～

多くの方々に貴重な体験をさせていただきました。感謝をこめて新聞を作り
ました。

3年修学旅行 修学旅行ﾊﾞｽﾚｸ VTR放映 3 年生の修学旅行レク係によるクイズ番組

特別支援学級 授業で作成した作品 国語・美術・技術・家庭科の授業で、一生懸命頑張って作成した作品です。

美術部 作品展示 美術部としてのグループ作品と、個人製作作品をお楽しみください。

茶華道部 いけばな「やすらぎ」
花や草木は心に安らぎを与え、生活を豊かにしてくれています。思い
思いに生けました。安らぎのひとときをお楽しみください。

千代木園 絵、書道などの作品展示 筆使い・色使いを学び、発想豊かに仕上げました。

育友会
教養講座で作成した
ｱｸｾｻﾘｰｹｰｽ・ｺｲﾝｹｰｽ

北野工房でｵﾘｼﾞﾅﾙ作品を作る手作り体験に挑戦しました。色や形、飾りの
場所が違うだけで、雰囲気が変わるのも見ていただけたらうれしいです。

展 示

理科室
理科

１～３年職員室 備品

室

事務

室

玄関 印刷

室

階段 トイレ

第１理科室
技術１～３年

生徒
会室

カウン

セリン

社会２年

コンピュータ室 美術室
美術部

階段 相談室 トイレ

EV

EV

多目的教室
美術１～３年

育友
会室 生徒会

市職員室

トライやる新聞２年

２-１ 教具室 教具室 階段 トイレ

倉庫 トイレ

図書室

１‐１ 視聴覚室
国語１・２年

階段 トイレ

被服室
家庭科
特支援

社会３年

３‐２ ３‐１ 会議室 階段 トイレ

EV

10 月 23日(木) 生徒見学 8:50 ～ 9:35

保護者見学 9:40 ～ 12:00

全校生徒で切った大量の小さな写真を組み合わせ、一枚の大きな「輝」の
字を作ったﾌｫﾄﾓｻﾞｲｸｱｰﾄです。一つひとつが「輝」のパズルのピースです。

絵手紙……夏休みに、担任の先生あてに絵手紙を書いて出しました。
毛筆作品…画仙紙に自分で選んだ文字を毛筆で書きました。

自分で作った詩を技術作品に仕上げました。

夏休みに自分の興味のあるテーマについて調べました。

戦争、戦後復興、石油危機、バブル…。歴史の証言者にインタビューし、新
聞にまとめました。歴史の「なぜ?」を調べた人もいます。

日常生活や授業で興味を持ったことや不思議に思っていることを主に調
べ、まとめました。

作品を通して、授業のがんばりや自己表現へのこだわりを感じてください。

年：布を使った小物を作ってみよう。2年：Let’s cook in 夏休み
年：自分史新聞を作ろう！

多くの方々に貴重な体験をさせていただきました。感謝をこめて新聞を作り

年生の修学旅行レク係によるクイズ番組VTR！

国語・美術・技術・家庭科の授業で、一生懸命頑張って作成した作品です。

美術部としてのグループ作品と、個人製作作品をお楽しみください。

花や草木は心に安らぎを与え、生活を豊かにしてくれています。思い
思いに生けました。安らぎのひとときをお楽しみください。

筆使い・色使いを学び、発想豊かに仕上げました。

北野工房でｵﾘｼﾞﾅﾙ作品を作る手作り体験に挑戦しました。色や形、飾りの
場所が違うだけで、雰囲気が変わるのも見ていただけたらうれしいです。

夏の日差しが爽やかな秋風に変わり

た。

平成２７年度 文化発表会は、『 ｢一輝一優

りの優しさで、ひとつの大きな輝きを

とりが力を合わせ練習したクラス合唱

が行われます。

そして展示発表では、各教科の作品

美術部・育友会・千代木園の作品、「

ＴＲ」と見応えのある作品が展示されています

また、今年度も展示をゆっくり見学

願い見学時間を延長していますので、

限りご堪能頂ければ幸いです。

わり、大庄北中学校にも文化の秋が到来しまし

一輝一優」（いっきいちゆう） ～一人ひと

きを～ 』をテーマに、舞台発表では、一人ひ

合唱をはじめ、クラブや有志の素晴らしい発表

作品や特別支援学級の作品をはじめ茶華道部・

、「トライやる新聞」・「修学旅行バスレクＶ

されています。

見学していただくため、育友会執行部に協力を

、子どもたちの日頃の取り組みを時間の許す

尼尼崎崎市市立立大大庄庄北北中中学学校校

校校長長 中中 俊俊 弘弘


