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   ごあいさつ  
  

いよいよ秋色も深まり、さわやかな季節となりました。保護者・地域の皆様には、ますますご健

勝のこととお慶び申し上げます。また、平素より本校の教育活動に、ご理解ご協力を賜り、誠にあ
りがとうございます。深く感謝申し上げます。 

 さて、令和元年文化発表会を開催する時期を迎えました。生徒一人ひとりが主役となって輝く
文化発表会に、大いに期待をしています。皆様には、何かとご多用の折とは存じますが、生徒達の
学習の成果をぜひご覧いただき、励ましの言葉をいただけましたら、幸甚に存じます。ご来校をお
待ちしております。 
 
令和元年10月                    尼崎市立立花中学校長  荷出芳 万  

         

 

 

生徒会スローガン     『恥じることなく 挑戦せよ』 

 

作：３年１組 西村 寿 



作：３年５組 藤森 明日花 

作：１年１組 江村 柚季 

 
      

 
 
 
 
 
 
 

                            
           
      
 
                       
                                 
                       

     
 
 

 展示内容                                                         

学年・科目等 内容 展示場所 

1 年美術科 「レタリング」 2号館2F 廊下 

2 年美術科 「ウェルカムボード」 1号館1F 会議室 

３年美術科 「砂絵」 3号館2F 廊下 

１年国語科 「絵手紙」 ２号館3F LL教室 

２年国語科 「絵手紙」 1号館2・3F 廊下（教室前） 

１～２年国語科 「書写作品」 １号館１F 第３理科室 

３年国語科 「書写作品」 ３号館3F 廊下 

１年英語科 「自己紹介」 ２号館3F 廊下 

１～３年家庭科 「作品展示」 2号館3F 被服室・調理室 

１～２年理科 「自由研究」 1号館1F 第1理科室・廊下 

特別支援学級 「作品展示」 2号館１F DJ教室 

１年総合 「宿泊学習の思い出」 2号館4F 廊下 

２年総合 「トライやる・ウィーク新聞」 1号館3F 学習室 

健康管理委員会 「健康に関する展示」 3号館1F  保健室前廊下 

図書委員会 「図書室にある本の紹介」 2号館1F 廊下 

美術部 「絵画・模写・立体・イラスト」 1号館1F  2年学年会議室 

茶華道部 「生け花」 3号館1F 職員室前廊下・玄関 

書道部 「作品展示」 2号館2F 視聴覚室 

PTA 作品 「ＰＴＡ作品」 2号館2F  視聴覚室 

制服バザーは 10／25(金)ＰＴＡ室前 わたり廊下(１号館３階 )で、11:50～12:50 で開催します。 

10月23日（水） 

１年合唱コンクール 10:50～12:40 

２年合唱コンクール 13:20～15:10 

10月24日（木） 

３年合唱コンクール 10:50～12:40 

1 0月25日（金）文化発表会 

１．開会式         8 : 50～9:00 

２．人権作文朗読      9 :00～9:15 
３．国語スピーチ      9 :15～9:25 

４．国語ビブリオ      9 :25～9:40 

５．英語暗唱・スピーチ・歌 9: 40～9:55 
６．文芸部発表       9 : 55～10:10 

《休憩》        1 0:10～10:25 

７．合唱ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰ    1 0:25～10:35 
８．１年生 代表2クラス  10:35～11:00 

９．２年生 代表2クラス  11:00～11:25 

１０．３年生 代表2クラス 11 :25～11:50 
《昼食・昼休み》     1 2:00～12:40 

１１．生徒会発表      1 3:00～13:15 

１２．有志ステージ     1 3:15～13:45 
《休憩》        1 3:45～14:00 

１３．吹奏楽部       1 4:00～14:30 

１４．閉会式        1 4:30～14:45 



作：２年２組 天野 陽太 

 
合唱コンクール 
１年生 課題曲『翼をください』（代表２クラスは 10/25 に出演） 

クラス 課題曲指揮者 課題曲伴奏者 自由曲 自由曲指揮者 自由曲伴奏者 

２組 白石紗千 水野いろは 怪獣のバラード 中村未来 橋本奏音 

１組 西澤心愛 村田愛結 旅立ちの時 増田茉莉 岡本美詞 

３組 佐原愛菜 今西柚 トゥモロー 倉橋飛翔 梶山美桜 

４組 臼田妃和 坂本麻衣 この星に生まれて 小林茉央 太田芙希 

５組 坂口錬人 盛ひかり あさがお 伊福妃美 森口莉菜 

 
２年生 課題曲『時の旅人』（代表２クラスは 10/25 に出演） 

クラス 課題曲指揮者 課題曲伴奏者 自由曲 自由曲指揮者 自由曲伴奏者 

１組 中野陽菜 久保里緒 この地球のどこかで 進藤美桜 川畑友奈 

３組 小玉智貴 松本愛梨 花は咲く 沼田夢彩 藤田野乃花 

２組 尾﨑晴日 山﨑野乃花 心の瞳 森垣暖々 田島萌笑 

５組 立嶋未想 山内有愛 未来へ 白瀬咲綺 山内有愛 

４組 長﨑葵 宇山日奈子 明日へ 川和里 江村梨乃愛 

 

３年生 課題曲『春に』（代表２クラスは10/25に出演） 

クラス 課題曲指揮者 課題曲伴奏者 自由曲 自由曲指揮者 自由曲伴奏者 

４組 公受漸快 和泉蘭 ＹＥＬＬ 山田綾香 和泉蘭 

３組 中村杏 佐々木藍 証 中島萌花 児玉乃彩 

５組 藤森明日花 藤塚陽菜 HEIWAの鐘 倉橋春花 森口彩音 

１組 荒木悠花 石丸一輝 友～旅立ちの時～ 本澤倖 西村寿 

２組 東優衣奈 山下美姫 虹 品山和可奈 山下美姫 

 
個人発表 
   人権作文  １年３組 石川 琉奈 「 年をとる 」 
              ２年３組 松本 愛梨 「 障害者が過ごしやすい社会にするために 」 

 ３年２組 門口 颯吾 「 いとこのお兄ちゃん 」 
                                                       
   英語科   暗唱   ３年４組 松井 来美 
        スピーチ ３年１組 西村 寿 
            歌    ３年５組 中村 まり 
 

 国語科   テーマ：「失敗から学んだこと」 
            ３年１組 窪田 力也  ３年２組 武内 悠羽 
 
団体発表     
 ３年国語科  ビブリオバトル 
        １組代表 本澤 倖 ２組代表 荒川 瑞月  

３組代表 中村 杏 ４組代表 村上 竜一 ５組代表 小田 ヒカル 
 有志 発表  「 Tom boy 」「 プチバレリーナ 」 
  
 クラブ発表  生徒会執行部………演劇「 アリスたち 」 文芸部 
        吹奏楽部……「銀河鉄道９９９」「レ・ミゼラブル」他 



作：３年２組 荒川 瑞月  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

校内案内図 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  保護者の皆様へのお願い  

○入校証をおつけください。 

○未成年者については、保護者同伴の幼児に限らせていただきます。 

○校舎・体育館用のスリッパをご用意ください。 

○10/25日（金）の舞台発表においては、出演者の保護者が優先的に 

着席できますよう、ご協力お願いします。 

○手荷物を置かれたまま、席を離れることはご遠慮ください。 

○保護者の展示見学時間は10/25(金)11:50～13:10となっております。 


