
新しい瀬高祭見たくない？  

 

青ブロック 

１－３・２－７・３－２  

合唱祭・クラス企画・応援パネル 

応援パフォーマンス・体育祭 

の総合得点にて 

総合優勝 青ブロック  2年 ブロック代表  

私たち青ブロックは、総合優勝という目標を掲げ、一年三組・二年七組・三年二組の三

クラスでいろいろなことに取り組みました。 

 合唱練習では、まずパートリーダーが主になってメンバーを引っ張り、それぞれのパート

でしっかりとしたベースを作ることができました。全体練習では、全員が指揮者を見て息を

合わせて歌えるようになりました。本番で歌い終わった後には、練習を頑張った達成感を味

わうことができました。 

 ブロック企画は一二年生が中心となり、ブラックライトを使った教室展示を考えました。

準備期間が短く、土日も集まって追い込みをかけました。役割を分担し効率よく作業を進

め、ようやく文化祭に間に合わせることができました。深海をイメージした世界は幻想的

で、予想以上のできばえとなりました。 

 模擬店では、三年生が二種類の焼き鳥を販売しました。タレの方は甘辛い味が鶏肉と絶妙

にマッチしていて、塩味の方は炭で焼いたような本格的な味わいでした。どちらもとても美

味しかったです。 

 応援パフォーマンスは一二年生が中心です。練習では、二年生が一年生をうまくリードで

きたと思います。応援パネルは、サメが立体的になるよう工夫しました。一つの作品を創り

あげるために、メンバー全員の力が必要でした。体育祭では、応援パフォーマンスとこのパ

ネルの二つが青ブロックを活気づけ盛り上げてくれました。 

 青ブロックの皆が協力してくれたお陰で、ブロック代表の大変さはあまり感じませんでし

た。むしろ、この経験を通してコミュニケーション能力が高まり、人生のさまざまな場面で

生かすことができそうです。ブロック長になってよかったと感じています。 

 最後に、青ブロックのみなさんに感謝したいです。皆さんの協力のおかげで総合優勝する

ことができました。ありがとうございました。 

愛知県立瀬戸高等学校  学校祭  2017 年 9 月13日～15日 



学校祭１日目 2017.09.13 瀬戸市文化センター 

 学校祭の幕開けは文化センターにて。学校祭スローガンは「新しい瀬高祭みたくな

い？」。 耐震工事で体育館を使えなかった昨年の学校祭。 中心となる生徒会執

行部は体育館を使っての学校祭がイメージできないまま、準備に追われ本番を迎えま

した。 

 生徒会長の学校祭に向けての言葉より。 

「学校祭に参加する人たちが、楽しい！面白い！新しい！そう思えるような学校祭を

作っていきたいと思います。瀬高生が一生懸命な姿を目に焼き付けてください。」 

芸術鑑賞会 古典芸能 

落語家二世爆笑寄席 

林家木久蔵・三遊亭王楽（落語） 

翁家和助（太神楽）・和田奈月（和妻） 

 笑点でおなじみ、林家木久扇を父に持つ

木久蔵さん。三遊亭好楽さんを父に持つ王

楽さんの落語。マジックに曲芸、教員の参加

ありの盛り沢山の100分！！ 

 

 

吹奏楽部発表         

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    １ ダーティワーク 

    ２ ディズニーファンティリュージョン 

    ３ ディープ・パープル・メドレー 

    ４ 学園天国 

    ５ シングシングシング 

                         【アンコール】   

                           ブレイクスルー 

 

 



合唱コンクール 

【１年生】  

 1組 虹 

 2組 COSMOS 

 3組 時を越えて 

 4組 証 

 5組 空も飛べるはず 

 6組 HEIWAの鐘 

 7組 友～旅立ちの時～ 

【２年生】  

 1組 ヒカレ 

 2組 RPG 

 3組 友～旅立ちの時～ 

 4組 心の瞳 

 5組 ハナミズキ 

 6組 旅立ちの日に 

 7組 小さな恋の歌 

【３年生】  

 1組 ありがとう 

 2組 ガーネット 

 3組 いのちの名前 

 4組 COSMOS 

 5組 愛をこめて花束を 

 6組 糸 

 7組 瞳をとじて 

 

３年生 優勝 

  ３年1組 ありがとう  

合唱コンクール   3年1組 伴奏者賞受賞生徒 
 大きなホール、大勢の人の前でピアノを弾くこと、辞めてからのブランクが不安でした。初めて合唱

とピアノを合わせたとき、自分の力不足を痛感し、その日からリズムや強弱に気をつけ必死で練習

しました。舞台へ上がった時、ペダルを踏む足が震えました。賞をいただいた時は伴奏を務めさせて

もらえこと、みんなへの“ありがとう”の気持ちでいっぱいでした。 

1年生 優勝  

 １年１組  虹 

最優秀伴奏者賞   

 1年 男子 

２年生 優勝   

 ２年４組 心の瞳 

２年生 優勝   

２年７組 小さな恋の歌 

最優秀伴奏者賞  

 ３年1組 女子 

最優秀指揮者賞   

 ２年 女子 



学校祭2日目 2017.09.14 本校 
 各ブロックの笑いあり、寸劇あり、各種趣向を凝らしたオープニングパフォーマンスで幕をあけた

学校祭２日目。1日目の合唱コンクールの熱気をさらに2日目に！ 

 放送部のアナウンスにより、スムーズなオープニング及び、表彰の進行！それぞれが準備して

きたことが大きな舞台で一つになり、2017年学校祭を盛り上げます。 

ブロック企画 

  黄 ： カリブの宝探し！ 

  紫 ： 迷路式ゲーム 

 ピンク： VS嵐 

  緑 ： 祭り 

  赤 ： 縁日 

オレンジ： sharp sense 

   青  : 青の世界 

ブロック企画 優勝 オレンジブロック                       ブロック企画代表生徒 

あなたたちの五感がどれほど優れているか試してみませんか？ “Sharp sense” 感性を磨いてチャレンジ!! 
私たちオレンジブロックは、皆で一致団結してブロック企画で優勝

することが出来ました。初めは１・２年生がぎこちなく、このメン

バーでやっていけるのか心配でしたが、次第に皆打ち解けていきま

した。そしてこの企画を無事に作り上げることができました。私た

ちは 「sharp sense」 で、皆がやってみたいと思えるような物

を作ろうと工夫を重ねました。リーダーを中心に、様々な意見を出

し合い、それをどうすれば楽しめるものにできるかを考えました。

本番ぎりぎりまで居残り、皆で協力し全力を尽くしました。当日ま

で色々ありましたが、優勝できて嬉しかったです。そしてオレンジ

ブロックのみなさん、お疲れ様でした！ 



演劇部 

  「Happy together」 

フォークソング部 

 弾き語りライブ 

写真部 

 作品展示 

雑誌部 

 作品展示 

JRC(青少年赤十字)部 

 展示・スタンプラリー 

茶華道部 

 茶会・花展 

美術部 

 学校祭スローガン垂れ幕 

家庭科同好会 

 お菓子販売 

天文同好会 

 プラネタリウム 

放送部 

 学校祭のアナウンス 

  

 

 

  



  

のどじまん・ダンス・パフォーマンス・お笑いなど、毎年オーディションで選

ばれたグループが学校祭二日目のステージを盛り上げます。今年は

全部で11組が、練習を重ね熱い一時間半を作り上げました。 

有志発表 

3年生の模擬店は今年は前年度以上のチケッ

トを準備し、さらなる大盛況！！ 

模擬店 



学校祭３日目 体育祭 
午前の部 

 ー開会式ー 

 ・男子綱引き 

 ・障害物リレー 

 ・男女大縄跳び 

 ・男女みんなでくるくるリレー 

 ・女子400Ｍリレー 

 ・男子800Ｍリレー 

2017.09.15 

一番の盛り上がりは最高学年３年生！ 

部活動引退して早数ヶ月。全力をかけてトラック一周

２００Ｍを走りきります！ 

男子800Ｍリレー 
種目に昨年度から新たに

「借り人３人４脚」が追

加。お題を受けた出場者

は、借り人探しに駆け回

ります。 

障害物競走 

準備体操は運動常任委員長

の指揮でラジオ体操第一！ 

開会式 

各ブロックで円陣！   

士気を高めいざ競技！！ 



応援パフォーマンス  優勝 緑ブロック 
  2年 代表生徒 

今回パフォーマンスで１位を取れたことは本当に嬉しかったです。夏休みの練習や業後に集まっ

ての練習、とても大変でしたが、パフォーマンスのメンバーと出来てよかったです。踊りや隊形移

動、時差などすごく難しいはずなのに、みんなとても一生懸命に覚えてくれました。みんなのお陰で

一位をとることができたのだと改めて思いました。 

 最後の最後まで、こだわり抜いて作り上げたものなので、踊っているときも自然と笑顔になってい

たし、練習してきた中で一番最高のパフォーマンスになりました。高校生活でのとても素敵な思い

出となりました。本当にありがとうございました。 

応援パフォーマンス 緑ブロック 

午後の部 

 ・応援パフォーマンス 

 ・女子ムカデ競走 

 ・男女クラス対抗リレー 

 ・男女ブロック対抗リレー 

 ・部活動対抗リレー 

 ー閉会式ー 

 《女子ムカデ競走》 

 同じブロックの三学年が力を合
わせてゴールを目指します！ 

《ブロック対抗リレー 》ブロック３学年の中

で選ばれた12人が走ります！本番までに集まっ

てバトンパスの練習をするブロックも！ 

《クラス対抗リレー 》学年・クラス別

で戦うこの種目。男女二名の選ばれし者

たちがクラス代表として全力を尽くします！ 



  

 

 

応援パネル優勝 黄ブロック 

ピンクブロック 

紫ブロック 

青ブロック 

緑ブロック 

オレンジブロック 

赤ブロック 

パネルの作成は思ったより大変で時間がかかりました。段ボールを1枚1枚切って貼り、龍のうろこを表現しまし

た。爪は立体的に、手は動かせるような工夫をしました。羽をつけ、パネルをはみ出すような作品に仕上げまし

た。制作はとても楽しく、みんなで意見を出し合いながら、たくさん笑いあった時間になりました。龍の手を動か

すに当たっては、最初は重さが原因でうまく動きませんでした。太い針金で補強して動かすことに成功しまし

た。そのような試行錯誤を重ね、大きく迫力ある作品に仕上がりました。優勝を目標に頑張っていたので、優

勝を勝ち取ることができ、本当に嬉しかったです。 

2年 代表生徒 



学校祭を終えて 生徒会長  

 今年度の学校祭スローガンは「新しい瀬高祭みたくない？」でした。昨年度は体育館が工事のため使用することができませんで

した。今年は使えるようになり、昨年度に比べ充実した学校祭になったかと思います。 

 生徒会執行部の中では新しい瀬高祭を作り上げたと感じることが出来ました。これは、執行部の力だけではなく、学校全体での

協力があってのことだと思います。 

 またこの学校祭を通じて、クラス間での団結、学年での団結、さらに学校全体での団結を深めることができたと思います。この学

校祭で得た団結を、今度の学校生活にも生かしていきましょう。 

 長かったようで、あっという間に終わってしまった学校祭、とても楽しかったです。ありがとうございました。  

体育祭の最後を締めくくるの部対抗リレー。パフォーマ

ンス部門・競争部門に分かれ、奮闘します。 

部活動対抗リレー 

ヨーイドンのピストルの合図とともに、倒れる第一走者、

駆けつけ心臓マッサージで救出する第二走者のパ

フォーマンス。全員で最後の種目を盛り上げます。 


