
展示・発表案内（学年・文化部）
□第２学年 モザイク壁画 体育館壁面

□美術部 作品展示 第１美術室

□家庭部 作品展示 被服室

バラエテイコーナ
中庭 ・風船つり ・スーパーボールすくい

・北大路ギネス

グランド ・ストラックアウト

・スピードガンチャレンジ

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室 ・コンピューター室開放

体育館

有志発表・グループ名

・ＯＺＷ４８

・Ａ to Ｚ

・神聖ファミリー改

・ＧＩＲＬＳ ＰＯＰ ＢＥＡＲ

・ベースボールボーイズ

※出演順ではありません

生徒会役員選挙立会演説会
立候補者
会長候補 梅木 貴史（２年３組）

副会長候補 森 滉龍（２年３組）

山下 知沙（１年３組）

文化祭文化祭文化祭文化祭
平成２４年度
文化祭テーマ ｋｉｔａ ｓａｉｓａｉ

北彩祭北彩祭北彩祭北彩祭
Kitaoji × Smile＝Ｈappy

～～～～絆絆絆絆～～～～

北中伝統北中伝統北中伝統北中伝統のののの結晶 合唱結晶 合唱結晶 合唱結晶 合唱コンクールコンクールコンクールコンクール

平成２４年 ９月２７日（木）大津市民会館 9:50

９月２８日（金）北大路中学校 9:05



プ ロ グ ラ ム

第１日（大津市民会館） 第２日（北大路中学校）

9:00 入場 8:50 入場

（１年→２年→３年） 9:05 オープニング

9:50 オープニング 9:20 コンピューター部発表

10:15 ３年学年ステージ 9:30 １年発表

11:00 ２年合唱コンクール 9:35 吹奏楽部発表

12:00 昼食休憩 10:05 ステンド、学級旗紹介・投票

12:50 １年合唱コンクール 10:50 後期生徒会役選立会演説・投票

13:30 休憩 12:00 昼食・バラエテイコーナー

13:45 ３年合唱コンクール 13:40 体育館再入場

14:40 合唱コンクール講評 13:50 表彰式・エンデイング

14:30 退場

＊進行上、プログラム開始時刻が前後することがあります。

＊９月上旬の案内の文書とは、１日目の時間が変更されています。

学級テーマ

年組 学級旗 ステンドグラス

1-1 絆 Friendship 四季朝鳥

1-2 協力 努力 笑顔爆発 １年２組 四木

1-3 One for all All for one３６の絆 Sunset from Summer to Autumn

1-4 友情∞四守 春夏秋冬の木

1-5 ３５人のゆかいな仲間たち 四季の花ばな

2-1 仲間と喜び Summer memory

2-2 笑顔死守 雨降る午後に

2-3 疾風迅雷 Beautiful Season

2-4 闘魂旗 Season flowers～季節の花々～

2-5 One for all All for one Beautiful Year

2-6 先生の自慢 世界の四季

3-1 爆笑 Number 01 Seventh night of July

3-2 なめこ通信 春夏秋冬 Day By Day

3-3 獅子奮迅 夜桜と月

3-4 参ノ四に恋よ鯉 春の咲き鳥 at night

3-5 花の龍 Last Summer

8,9 やさしいハート 春夏秋冬

10,11

合唱コンクール（曲目・指揮者・伴奏者） ※発表順

１年生
組 曲目 指揮者 伴奏者

３ ＣＯＳＭＯＳ 田中 里音 出口 果奈
２ Let's Search For Tomorrow 濱 宏太 吉岡 百合
５ そのままの君で 岩井虎太郎 西野 真子
１ 空高く 田内 健太 岸田 純奈
４ 翼を広げて 細田 真弘 葭田 真衣

２年生
３ 空駆ける天馬 梅木 貴史 中山 知美
４ 心の瞳 中村 豊 川尻 祐衣
１ あなたへー旅立ちに寄せるメッセージ 初田 親 寺島 希
５ きみにとどけよう 西堀太久征 河村 佳奈
６ いつまでも 大槻 拓海 山中 優夢
２ 時の旅人 庭井 恭輔 徳田 優香

３年生
１ 大地讃頌 木村 菖 傍嶋 悠
３ 手紙 野口 竜輝 原田 美咲
２ 河口 加藤 純太 千代 綾美
４ 君とみた海 山城 拓未 藤本 夏輝
５ 聞こえる 菅原 翔 関口 敦史

文化部・教科展示

家庭部 家庭部作品展示

美術部 美術部作品展示

コンピューター部 オープニング映像・自作プロモーションビデオ

吹奏楽部の発表

・となりのトトロ ストーリーズ ♪♪

・風が吹いている ♪♪ その他

学年の取り組み

３年学年ステージ（１日目）

２年生「モザイク画」（体育館壁面展示）

１年生｢We Love the Earth｣（パラパラ動画）（２日目）


