
石巻市立蛇田中学校蛇田祭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いろいろな個性が大きく花開く蛇田祭 

        石巻市立蛇田中学校長 今泉 良正 

  

保護者の皆，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。さて，この度，2017 蛇田

祭，合唱コンクールを 10 月 19 日 20 日に開催いた

します。 

今年度の蛇田祭テーマに「百花繚乱」～ぼくらのキ

ャンパス彩ろう～を掲げ，本日までに生徒会，実行委

員会を中心に縦割り活動や部活動などで，蛇田中学校

のキャンパスに様々な花を描いてきました。本日は保

護者の皆様，地域の皆様に，様々な個性が華やかに美

しく咲き乱れている姿をお見せできるのではないかと

思います。 

それぞれの良い点や得意とするところ活かし，仲間

とともに明日につながる充実した展示や発表を大いに

期待したいと思います。また，みんなで力を合わせ，

ひとつのものを創りあげようと取り組んでいる姿は，

とても美しいものです。その過程も必ず人に伝わりま

す。 

そのような生徒達の取組に保護者，地域の皆様，是

非熱い拍手，声援を送っていただければと思います。 

最高の思い出に 

生徒会会長 阿部 和生 

 待ちに待った蛇田祭です。テーマ「百花繚乱～僕ら

のキャンパス彩ろう～」のもと，最高の蛇田祭にする

ために全校生徒が一丸となって準備してきました。 

 １年生にとって初めての蛇田祭では，行事の雰囲気

を存分に味わってほしいです。また，２年生は，先輩

として堂々と発表する姿に期待しています。そして３

年生は最後の蛇田祭です。自分たちらしく，最高の思

い出になるよう，全力で臨みます。 

 全校生徒が「楽しかった」「最高だった」と思える

よう，頑張ります。 

「百花繚乱～ぼくらのキャンパス彩ろう～」 

         文化祭実行委員長 中村 知世 

 いよいよ蛇田祭です。各チームが今まで準備や練習

をしてきたことを最高の状態で観客に見てもらう時

間がやってきました。 

 今回のテーマは「百花繚乱～ぼくらのキャンパス彩

ろう～」です。このテーマのもと，全校生徒が作り上

げた演技や作品を隅から隅までご覧ください。 



ステージ発表プログラム 
10/19（木）                     10/20（金） 
予定時刻 発表者 代表  予定時刻 発表者 代表 

8:30～ 総合演出 中村 知世  8:30～ 総合演出 中村 知世 

8:45～ 英語暗唱 阿部 太陽  8:40～ 獅子舞 森田 めぐみ 

 英語弁論 佐藤 杏鈴   映画制作 相澤 みなみ 

 おにぎり大使 杉山耀・今野もも香   お笑い 小山 晃誠 

 
自由研究発表 

草柳ゆんひ・阿部綾乃   ダンス 横山 美優 

 千葉 龍史   ハモネプ 伊藤 周 

 広島研修 森田 めぐみ   休憩 

 いじめ撲滅サミット報告 生徒会執行部  10:25～ 集団行動 佐々木 大樹 

9:50～ 展示見学   お笑い 小山 晃誠 

10:45～ ２年 合唱コンクール   応援パフォーマンス 谷口 竜太 

12:20～ 昼食   休憩 

13:00～ １・３年 合唱コンクール  11:30～ ミュージカル 仲谷 颯人 

15:45～ ソーラン 石母田 実奈  12:20～ 昼食 

15:55～ 合同帰りの会  13:00～ 吹奏楽部 相澤 みなみ 

  

 

13:50～ 

生徒会 

合唱コン委員 

総合演出 

阿部 和生 

八木 優比菜 

中村 知世 

合唱コンクールプログラム 
 

 

 

 

 

 

 

審査員 
●水井 奏氏（石巻好文館高等学校教諭） 

●佐々木 美香氏（古川工業高等学校教諭） 

 

 

※合唱コンクール審査結果の発表・表彰は 10/20（金）

の閉会行事で行います。 

 

２年 課題曲 ♬ 今日は君の birthday ♬ 

NO. 組 自由曲 指揮者 伴奏者 

1 2-5 手紙 
野村透也 

五島理子 
大橋和佳 

中島早里 

2 2-6 証 
高橋勝也 

飯坂直哉 
石母田実佐 

佐藤有 

3 2-2 ＹＥＬＬ 
亀山大輔 

川綱祐多 
髙橋凜 

4 2-1 時の旅人 
宍戸さやか 

三浦虎次郎 
佐藤里香 

鈴木陽向子 

5 2-4 COSMOS 
須藤瑠奈 

佐々木聖音 
立花穂果 

伊藤朱音 

6 2-3 自分らしく 
高橋歩夢 

鈴木海斗 
秋山七海 

佐藤凪 

1 年 課題曲 ♬ 夢の世界を ♬ 

NO. 組 自由曲 指揮者 伴奏者 

1 1-6 
Let’s search 

for tomorrow 

武山翔湧 

内海有結奈 
千葉百夏 

2 1-4 マイバラード 
恋塚友麻 

土田美結 

土田美結 

平塚木音 

3 1-5 夢を追いかけて 
渡邊寛太 

阿部快成 
井出千晴 

4 1-2 大切なもの 
五島巧介 

髙橋宏太朗 

佐々木絢音 

菅野結花 

5 1-3 星座 
木村楓生 

西崎杏美 

長倉有希 

三河杏菜 

6 1-1 あなたに会えて 
星翔太 

青木このか 

菅原菜々夏 

佐藤那胡 

3 年 課題曲 ♬ 大地讃頌 ♬ 

NO. 組 自由曲 指揮者 伴奏者 

1 3-1 虹 
千葉侑斗 

藤田美翼 
髙橋さくら 

2 3-3 言葉にすれば 
小山晃誠 

高橋幸佑 

今野智那津 

佐藤里沙 

3 3-5 Fight 
吉木岳杜 

今野もも香 

新妻美緒 

村松奏 

4 3-6 信じる 
廣田樹 

杉山 耀 

近藤萌恵 

桜井萌子 

5 3-4 青い鳥 
最上玲奈 

佐藤誓哉 
阿部玲奈 

6 3-2 結 
武山航也 

伏見忠能 

中村知世 

佐藤亜紀 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1507948904/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdC9pbGx1c3QxOTIzLnBuZw--/RS=^ADBw162DvZKcSHBGoopGlOYvryDl4Q-;_ylt=A2RCK._nJ.BZsggASlmU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1507948761/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9henVraWNoaS5uZXQvaW1nL211c2ljL29ucHUzMTkuanBn/RS=^ADBiu9BWqgIbNQ67QvLca12In6QPh0-;_ylt=A2RCA5RYJ.BZFhkAxg.U3uV7


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お笑い「蛇・MANZAI」 

         小山 晃誠 

 「蛇・MANZAI」というタイト

ルで全校を笑わせられるように頑

張ります。人数が多いので，たく

さんのネタを見てもらえます。期

待してください。 

獅子舞 

「獅子舞 2017」 

   森田 めぐみ 

 今年で６年目を迎

える獅子舞。総勢２６

名のメンバーと共に

舞台に花を添えます。

１年生はフレッシュ，

２年生は力強さ，３年

生は迫力で２日目オ

ープニングを飾るに

ふさわしいスタート

を切ってみせます。ご

期待ください。 

ミュージカル「劇団蛇田四季」 

       仲谷 颯人 

 今年は，ディズニーの名作映画

アラジンを演じます！全員が１つ

になって，素敵な作品になるよう

に頑張りました！演者のダンス，

衣装や小道具にも注目して最後ま

で楽しんでください。 

応援パフォーマンス 

「蛇中のオタ力は 53 万です」 

谷口 竜太 

 オタクはキモい？カッコ悪い？

そんな印象を壊すため，各チーム

が工夫を凝らし，小さな光から無

限の世界を生み出します。２年ぶ

りに帰ってきた応援パフォーマン

スをお楽しみください。 

写真撮影 

「カメラフレンズ」    藤田 美翼 

 カメラフレンズは学年関係なくチー

ムごとに写真撮影しています。たくさん

撮った写真の中から気に入った写真を

大きくし，展示します。その他にも普通

サイズでたくさん展示します。ぜひ見に

来てください。 

 

ステージ看板 

「看板娘 看板息子」 

      今野 もも香 

 今年もおなじみの光る看

板を制作しました。例年よ

り少ない時間で一生懸命完

成させました。「百花繚乱～

ぼくらのキャンバス彩ろう

～」のテーマに合わせ，花

をモチーフにした看板でぼ

くらの文化祭を彩ります。 

ダンス 

「ブルゾン桂谷 with32」 

      横山 美優 

 今回のダンスチームは，

昨年と比べて男子の人数

が増えました。それぞれの

グループごとにテーマに

沿って，K-POP や洋楽，

いろいろなジャンルを踊

ります。皆さんも一緒に楽

しんでください。 

絵本マンガ製作  「蛇田堂」 

             牡渡 あゆみ 

 総勢２９人が一人一人試行錯誤しなが

ら，オリジナルの絵本，マンガを製作しま

した。全体製作では，縦割りのイラストな

どを描きました。個性あふれる豊かな作品

をぜひ見に来てください。 

映画制作「オフィス・スネーク」 

       相澤 みなみ 

 私たちオフィス・スネーク

は，男子１６名，女子７名沖田

淳先生１名の計２４名で，笑い

あり涙ありの感動青春映画を

製作しました。一人一人の個性

が光る大作となりましたので，

お見逃しなく！ 
ハロウィンクラフト 

「TRICK OR TREAT」 

         熱海 千那 

 ハロウィンについて調べたこ

とや個人の作品，チーム全員で

作成したジャコランタンを展示

します。展示教室をハロウィン

風にして，企画を考えています。

ぜひ来てください。 

ソーラン 

「ふみえと 29 人のソー

ラン戦士」 

石母田 実奈 

 見どころは，一人一人の

笑顔と一人一人の元気あ

るソーランです。迫力ある

ソーランをお楽しみくだ

さい。 

総合演出 

     中村 知世 

 ステージ発表チーム

の大道具の出し入れや

照明などの裏方から，

蛇田祭のテーマ決めま

で，全力で蛇田祭を盛

り上げられるよう準備

をしてきました。全力

で笑いと感動を与えま

す。 

ロボット製作 

「ロボコン」 町分 嘉紀 

 メンバーは，１年生４名，

２年生１名，３年生１名の計

６名です。今までにないくら

い少ない人数ですが，今年も

個性あふれるロボットを製作

しましたので，ぜひ見に来て

ください。 

ダンボール細工 

「ダンボール戦記」川村 笑巧 

 ダンボールの特徴を生かした立

体物を作りました。１つ１つの作

品の細かな部分に，切り方やつな

ぎ方などの工夫が見られるので，

じっくりとご覧いただければと思

います。 

先生方の似顔絵を描こう 

「似顔絵」     成澤 杜和 

 いつも学校でお世話になってい

る先生方。毎日顔を合わせていて

も，いざ似顔絵を描くとなると，

大変難しいです。何度も消したり

書き直したりの繰り返しでした。

作品を見てすぐに誰先生かわかる

でしょうか？ 

ハモネプ 

「DYMD」      伊藤 周 

 ３年生をはじめ２年生，１年生，

個性豊かな人たちが集まっていま

す。みんな一時間一時間大切にし

て，最高の歌を各グループで作り

上げてきました。皆さん楽しんで

お聴きください。 

切り絵 

「魅せてあげましょう，

切り絵の底力を！」 

     千葉 侑斗 

 今年の作品は，チーム

全員で協力して作った

ビックアートと個人作

品があります。42 枚の

切り絵をつないで作っ

たビックアートは見ご

たえがあります。ぜひ，

ご覧ください。 

美術部    

渡辺 璃乃亜 

 多くの１年生部員を迎え，

学年ごとのテーマに沿って，

学年製作や個人製作に取り

組みました。 

 今年の見どころは，立体作

品が多いところです。 

ぜひごゆっくりご覧くだ

さい。 

 

 

つまようじブリッジ 

         本郷 利光 

 片手で簡単に折れてしまうよう

な“つまようじ”で丈夫な橋を作

る活動です。簡単そうに思えます

が，大学生も課題として取り組む

ほどのむずかしさ，専門性が要求

されます。あきらめず取り組むこ

とを大切にしました。 

集団行動 

          佐々木 大樹 

 チーム全体が仲間と息を合わせない

とできないので，団結力が高まります。

練習にまじめに取り組む雰囲気がとて

もよかったです。 

フェイクスイーツ 

「ようこそ！スイーツラン

ドへ」   小野寺 妃来 

 紙粘土を使って，様々なス

イーツを作りました。また，

共同制作の“お菓子の家”は，

チーム一人ひとりの個性溢

れる作品を集めた夢の結晶

です。ぜひ見に来てくださ

い。 

科学部「Science Festinal 2017」    

熊谷 宇恭 

 今年は，ヨウ素爆弾やビリビリジ

ュースなど，見て楽しむだけでなく

体験できるものがたくさんありま

す。見て，体験して，原理を知って

…一度来て三度おいしい時間にな

ります。ぜひ来てください。 

家庭部    齋藤 胡桃 

 今年はディズニーをテー

マにした団体製作をしまし

た。フェルトをメインに，黒

板大の作品を作り上げるこ

とができました。個人製作も

一人一人工夫を凝らして完

成させました。期待してくだ

さい。 

コンピュータ部 

「昆布の力 Neo」今井雅哉 

 さあ，今年も蛇田祭がやっ

てまいりました！ゲームは

去年より遥かに面白くなり，

パワーポイントも今年は沢

山の題材があるので，ぜひ見

に来てください。いつもとは

違うコンピュータ部をお楽

しみください！ 

吹奏楽部「やっぱり最後は…」 

      相澤 みなみ 

 今年もラストを飾らせていただ

きます。吹奏楽部のパワフルでエネ

ルギッシュな演奏をお楽しみくだ

さい。特別ゲストも多数登場するの

で，乞うご期待！５０分間のステー

ジ，ひとときも見逃すな！ 

１年学年総合キャリアレポート 

 

 進路に関する情報を収集し，キ

ャリアレポートとしてまとめまし

た。たくさんの職業を知ることが

でき，中学校卒業後の進路計画の

参考にもなりました。これからの

進路学習に役立てていきます。ど

うぞご覧ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展示発表 会場案内図 

 

●生徒の展示見学時間は，10/19 9:50-10:40。一般の展示見学は，10/19（木）9:00-15:00，

10/20（金）9:00-13:30 です。西階段１階に「来校者受付」があります。 

●立ち入り禁止区域には表示があります。生徒も立ち入り禁止です。 

 

美術科 ２年 

 

Mind Scape～空想世界へ

の誘い 

シュル・レアリズムの手法を

用いた個性溢れる作品をご

覧ください。 

英語暗唱 

      阿部 太陽 

「Something for Joey」 

おにぎり大使報告 

        杉山 耀 

        今野 もも香 

 今夏，オーストラリアへの「おに

ぎり大使派遣事業」に参加しまし

た。 

 映像を交えて報告します。 

理科自由研究 

        草柳 ゆんひ 

        阿部 綾乃 

        千葉 龍史 

 先日の自由研究作品展におい

て，スーパーサイエンス賞を受賞

した２作品を紹介します。 

「アルキメデスの原理と浸透圧」 

「うがい薬でビタミン C 調べ」 

  

 

 

英語弁論 

       佐藤 杏鈴 

「My Dream」 

 

 

美術科 ３年 

 

 自画像作品 

生徒の個性豊かな作品を，ど

うぞご覧ください。 

広島研修   

         森田 めぐみ 

 ８月に，市の非核平和人材育成事

業で広島を訪れました。 

 そこで知ったこと，感じたことを

発表します。 

いじめ撲滅サミット 報告 

        生徒会執行部 

 石巻市の中学校の代表が集まっ

て，「いじめゼロを目指して，生徒

自ら発信しよう」とサミットを開き

ました。全校で考えていきましょ

う。 
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