平成３０年度

[ 淑

徳

祭 ]

平成３０年１１月９日（金）
，１０日（土）
【 校内発表日 】 １１日（日）
【 一般公開日 】

スローガン

≪ 『淑徳物語』〜描こう青春の１ページ〜 ≫

目

≪ かけがえのない大切な時間を肌で感じる。そして表現 ≫

標

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

本日は、淑徳祭にご来場いただきありがとうございます。保護者の皆様や地域の皆様におかれましては、
日頃から様々な面で淑徳高校をご理解いただきありがとうございます。
今年のスローガンは「
『淑徳物語』〜描こう青春の１ページ〜」です。本校が大切にしている「おもてなし」
の心。そのためにもまずは個々の頑張り、活躍を期待します。そして、今しか経験出来ない大切な時間を肌
で感じる。淑徳高校だからこそなし得るパフォーマンス。自ずと「おもてなし」へつながると信じています。
日頃お世話になっている方々に感謝の気持ちを込め、生徒、職員が一つになり皆様をお迎えします。
かけがえのない時間を皆様と共有。青春真っただ中の淑徳生の姿『淑徳物語』
。どうぞご覧ください。
淑徳祭実行委員会
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

◎ ステージ プログラム ◎

会場

体育館

《１１日（日）
【 一般公開日 】
》
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※時間は前後することがあります
スクールバス運行のご案内
○福知山駅南口→淑徳高校 ８：４５
９：３０
１０：００
１１：００
○淑徳高校→福知山駅南口（９：５０）
（１０：５０）
（←ご利用希望者様がある場合のみ）
１３：００
１４：００
１５：００
１５：１０
１５：３０

※ 駐車場には、限りがございます。
満車の場合はお断りすることもございますので、あらかじめご容赦ください。

※ ご来校の際には、スリッパ・上履きをご持参ください。

平成３０年度

淑徳祭出品一覧表

★展示の部【展示開始時間→１１日(日)９：００～】
1

テーマ・内容
洋裁・和裁展示

テーマ・内容

出品団体名

出品団体名

アパレルファッション系列

11 「震災を乗り越えて」研修報告 インターアクト

アパレルファッション系列

12 私の考える「今年の漢字」 漢字検定講座

2

ファッションデザイン画展示

3

自慢料理&コンテスト優秀作品 １～３年 自慢料理

13 映像・撮影用顔出しパネル 中国語講座

4

『若葉』紙芝居やツリー

幼児教育系列

14

消しゴムハンコとステンドグラス ハンドクラフト講座

5

Keep Smiling〜笑顔を届ける〜

福祉系列

15

子どもの手作りおもちゃ ３年 一般保育

6

表現

アートデザイン系列

16

レクリエーション壁画

２年

生活と福祉

7

「着物美人でしょ！」振袖の着付け発表等

着付け講座

17

香りのツリー

１年

家庭総合

8

秋・彩り華やぐいけばな展

華道部

18

アクティヴの館

アクティヴ系列

9

No photo, No life

写真部

19

「淑徳LIFE」ムービー

アクティヴ系列

10

ナマステ！〜ネパール〜

インターアクト

★バザーの部【販売開始時間→１１日(日)グッズ９：００～，食べ物１０：００～，ケーキ１
０：３０～】

テーマ・内容

テーマ・内容

出品団体名
調理系列

5

1

模擬店

2

Sweet＆Sweets（ケーキ・焼き菓子販売）

製菓講座

6

3

お茶席

茶道講座

7

4

『おもてなし』〜安心・安全〜

出品団体名
育友会

軽食販売・育友会バザー

みんなで作る笑顔の輪（チャリティバザー） ヘンプアクセサリー講座

表現 〜グッズ販売〜

アートデザイン系列

世界を結ぼう♡愛♡の絆（チャリティバザー） インターアクトクラブ

※ 食券の販売は１１日（日）は９：００からとなっております。

★ステージの部

【１１日(日)一般公開９：００～】

テーマ
1
2
3

担当団体名

ファッションショー「Focus〜フォーカス〜」 アパレルファッション系列

カラフル

合唱部

ピアノアンサンブルの世界 幼児教育系列３年

内
容
ファッションショー
合唱「カントリーロード」「未来へ」他

ピアノ連弾（アンサンブル）

4

「Color」

幼児教育系列２年

リズムダンス

5

Keep Smiling〜笑顔を届ける〜

福祉系列

系列合唱「いのちの名前」

6

「まったり」「ほっこり」

入門アコースティックギター講座

弾き語り

7

「躍動」

淑徳和太鼓

和太鼓演奏

8

人形劇

人形劇講座

「ポケットのないカンガルー」

9

淑徳祭デビュー

管弦楽部

ヴァイオリン・トランペット・ピアノによるアンサンブル

レッツダンス講座

ダンス

10

Let’s

Dance !!

11

初めてのオカリナ

オカリナ講座

12

合唱祭 （11/9）

合唱祭実行委員会

クラス対抗で歌声・協調性などを競います

生徒会

歌やダンスなどを披露します

13 ライブパフォーマンス（11/10）

３６５日の紙飛行機

※ 西棟二階にて入試相談室を設けております。ご利用お待ちしております。

他

平成３０年度

淑徳祭出品ＰＲ文

ステージの部
１．ファッションショー
「Focus ～フォーカス〜」
アパレルファッション系列
今年のファッションショーのテーマ
は、
「Focus」です。このテーマは「焦
点・ピント」という意味があり、アパ
レル系列全員が同じ目標にピントを合
わせ思いを１つにし、皆さんに伝えた
い と いう 願 い が 込 められています。
日々一生懸命製作し、何回も練習を重
ねたステージをどうぞご覧下さい。
２．カラフル
合唱部
今年度は『カントリーロード』
『未来へ』
『ほらね』など老若男女問わず有名な曲
となっています。知っている曲はぜひ一
緒に歌ってくださいね。『勇気 100％』
では２年生のバレー部が創作したダンス
を途中で取り入れます。テーマは「カラ
フル」です。個性豊かな合唱部メンバー
が笑顔いっぱいに歌い踊りますのでどう
ぞお楽しみください。
３．ピアノアンサンブルの世界
幼児教育系列３年
みなさんはピアノ連弾の演奏を聴か
れたことはありますか？
私たち幼児教育系列では、１年生か
らピアノを学び、３年生で初めてピア
ノアンサンブルにチャレンジしました。
一人で弾くこととの違いに戸惑いつつ
も、仲間と一緒に演奏する楽しさを感
じながら今日を迎えました。どうぞお
楽しみください。

５．Keep Smiling 〜笑顔を届ける〜
福祉系列
私たちは、覚知歌子さんの『いのち
の名前』を合唱します。合唱を通して
「人との繋がり」
「命の大切さ」を感じ
考えていただけるよう心を込めて歌い
ます。身近な大切な人を思い浮かべな
がらお聴き下さい。
６．「まったり」「ほっこり」
入門アコースティックギター講座
この日を目標に練習に取り組んでき
ました。客席で「まったり」
「ほっこり」
して頂ければ嬉しい限りです。
７．「躍動」
淑徳和太鼓
和太鼓はおかげ様で年間５０回もの
公演活動をさせていただいています。
どの公演でも笑顔や元気を忘れず感謝
の気持ちも大切に活動を行っています。
そして技術の向上だけではなく、人と
して成長することを目標に挨拶・礼儀
はもちろん人前で発表する力や自分を
表現する力を磨いています。今年は淑
徳祭で新曲を披露する為こだわりを持
ち練習に励んできました。今年らしい
舞台になっています。私たちの躍動感
溢れる演奏をどうぞご覧下さい。

バザーの部
【各会場詳細は校地図をご覧ください】
１．おもてなし（模擬店）
調理系列
安心かつ安全で、みなさんが喜んで
もらえるものを提供します。
【芝生・お祭り広場，東棟１階食堂】
２．Sweet & Sweets
製菓講座
淑徳オムレットと今年だけのオリジ
ナルケーキ４種を販売しています。真
心を込めて作ったケーキを是非ご賞味
ください。
【東棟１階昇降口付近】
３．お茶席
茶道講座
お茶の効果→リフレッシュ・美白・
虫歯予防。一生懸命おもてなしいたし
ます。日本文化を一緒に体感しましょ
う。
【中央棟１階玄関ロビー】
４．世界を結ぼう♡愛♡の絆
インターアクトクラブ
ネパール震災復興支援募金・バザー
です。手作りシュシュ、ミサンガなど
の雑貨、オリジナル缶バッジを販売。
収益は２０１５年に大地震で被災した
ネパールの小さな村に届けます。
【中央棟２階 会議室前】

８．「ポケットのないカンガルー」
人形劇講座
人形劇講座は毎年様々な場所で公演
をさせていただいています。今回の「ポ
ケットのないカンガルー」はポケット
のないお母さんカンガルーのケイティ
５．育友会バザー
育友会
ーが自分の子どものためにポケットを
温かいおうどん、炊き込みご飯はい
探し求める物語です。観に来て下さっ
かがでしょう。図書室では会員様より
た方々にうれしい気持ちになっていた
４．「Color」
提供された農作物や雑貨も販売いたし
だけるよう私たちも全力で頑張ります。
幼児教育系列２年生
ます。
幼教２年生は、３０人と大人数で活
【駐輪場周辺・図書室】
９．淑徳祭デビュー
動しています。人数が多い分、様々な
管弦楽部
意見が出てうまくまとまらないことが
６．みんなで作る笑顔の輪
今年は１年生のみのステージですが
あります。しかし、人数が多いからこ
（チャリティーバザー）
一生懸命練習を重ねてきました。心を
そできることもあり今日は人数の多さ
ヘンプアクセサリー講座
込めて楽しんで演奏します。
を活かしたリズムダンスを披露します。
ヘンプ（麻）の糸を一点一点丁寧に
１,２曲目は２つのグループに分かれ皆
編んだアクセサリーを販売します。ひ
10． Let’s Dance !!
さんよくご存知のアニメの主題歌に乗
とりひとりが作ったオリジナル作品を
レッツダンス講座
せて踊ります。３曲目は曲目や構成、
ぜひご覧ください。アクセサリーを身
ステージ発表に向けて一から自分た
振り付けを考えてきたリーダーがフラ
につけてくださった方が笑顔でウキウ
ちで曲を選び振り付けをして衣装もそ
ッグを持ってかっこよく踊ります。そ
キした気持ちになってくだされば幸せ
ろえ頑張って練習してきました。どう
して最後は２年生全員で明るく元気に
です。
ぞお楽しみください。
踊ります！ぜひご覧ください！
【中央棟２階 会議室前】
11．初めてのオカリナ
オカリナ講座
いやしの音色にはまだまだですが、
一生懸命練習してきましたので、温か
い気持ちで見守っていただけるとあり
がたいです。

７.

表現

アートデザイン系列
アートデザインの作品をグッズにし
て販売します。どうぞお越し下さい。
【東棟２階 生徒会室前】

展示の部
【各展示場所は校地図をご覧ください】

６．表現
アートデザイン系列
油絵、透明水彩、デッサン,CG 作品、
立体、絵本や画集、公募入選作品など
様々なジャンルの作品展示をします。
コミックイラストではコピックや透
明水彩、油絵でメイキングを行います。
また、作品をグッズにして販売します。
ぜひ見に来てください。

１．洋裁・和裁展示
アパレルファッション系列
洋裁ではブラウス・ワンピース・ス
ーツなどの他にファッションショーに
向けて製作した作品やウェディングド
レスなどを展示しています。和裁は、
振袖、浴衣、甚平、創作浴衣などを展
７. 着物美人でしょ！
示しています。ファッションショーに
着付け講座
出品しますので早めにお越しください。
かわいい制服姿から、美しい着物姿
に変身します。帯結びが難しいですが
頑張ります。ぜひ見に来てください。
２．ファッションデザイン画展示
アパレルファッション系列
マイプロフィールマップ・カラーコ
８．秋・彩り華やぐいけばな展
ーディネイト・デザイン画・立体構成・
華道部（未生流）
コラージュなど、最新のファッション
秋に咲く色あざやかな花を中心に、
に注目した展示をご覧ください。
若さあふれる作品を展示しています。
３．自慢料理＆コンテスト優秀作品
１・２・３年生調理系列
自慢料理大会の優秀賞作品と、各種
コンテストの入賞作品を展示します。

４．『若葉』紙芝居やツリー
幼児教育系列
授業で学び各学年ごとに秋やクリス
マスをテーマにしたものや夏休み中に
制作した紙芝居などを展示しています。
生徒の手形を用いてテーマの『若葉』
を表現した作品では若葉だけでなく生
徒一人ひとりの夢も綴られています。
同じテーマの作品でも生徒の工夫や発
想の面白さなど様々な違いが見られ楽
しんでいただけると思います。どうぞ
ご覧下さい。

５．Keep Smiling 〜笑顔を届ける〜
福祉系列
感謝を伝えるメッセージなど、みな
さんに笑顔を届けられるようなスペー
スにしました。日々の学習内容も含め
て発表します。

９．No photo ，No life
写真部
写真部は、一人ひとりの個性を生か
し写真を撮ってきました。写真のない
人生は考えられないぐらいみんな写真
が大好きです。

10. ナマステ！～ネパール～
インターアクト
募金の届け先、ネパールについて学
んできました。ネパールの“素敵なと
ころ″“課題″など、私たちが考えて
きたことを発信します。

14. 消しゴムハンコとステンドグラス
ハンドクラフト講座
いちから作った個性あふれる作品。
きっと楽しんでいただけると思います。
スタンプラリーもあるので、ぜひご参
加ください。

15. 子どもの手作りおもちゃ
３年 一般保育
子どもたちが楽しく安全に遊べるお
もちゃを愛情いっぱいに手作りしまし
た。

16. レクリエーション壁画
２年 生活と福祉
ひとりが作った藤の花を２４人分集
めたら見事な藤棚になりました。雨に
ぬれる色とりどりのあじさいにカタツ
ムリも大喜びです。小さなあさがおも
折れた分だけ集めると夏の風物詩にな
ります。どうぞ季節感をお楽しみくだ
さい。

17. 香りのツリー
11. 震災を乗り越えて
～人と人とのつながり～
インターアクト
２０１１年の大震災から７年、東北
の被災地「気仙沼」を訪れて防災や復
興の状況について学んだ研修を報告し
ます。

１年 家庭総合
衣生活で勉強した三原組織を取り入
れて香りの小袋を作りました。これを
オーナメントにしてクリスマスツリー
に飾りました。素敵な香りに癒されて
ください。

18．アクティヴの館
12. 私の考える「今年の漢字」
漢字検定講座
検定合格に向けて日々漢字に親しん
できた私たちが、
「今年の漢字」につい
て考えました。いかがでしょうか？

13. 映像・撮影用顔出しパネル
中国語講座
元気に楽しく、中国語で歌を歌う映像
の上映！顔出しパネルでインスタ映え
する写真も撮れます。

アクティヴ系列
アクティヴの館へようこそ。アクテ
ィヴ系列３年生を中心に「文化祭らし
い空間」をコンセプトとして企画され
た部屋。はたして扉のむこうにはどん
な空間が出来上がっていることやら．．．
おたのしみに。
また、別室では『淑徳 LIFE』と題し
た、学校生活ムービーを上映しており
ます。どうぞご覧下さい。

【各展示場所は校地図をご覧ください】

