
創 立 １１６周 年 記 念 

学     校     祭 

Keep your smile～116 年目の笑顔～ 

 
 



１．日  時 平成２８年１１月３日（木） ９：００～３：００ 

オープンキャンパス同時開催 

 

２．プログラム（学校祭内容一覧） 

  各団体の発表内容が一目でわかるガイドです。 

 

Ⅰ．オープンキャンパス 

♪小・中学生を対象に，オープンキャンパスを開催します。♪ 

受 付 時 間  １０：００～１４：００（入退場自由） 

         受 付 場 所  教育会館正面にあるテントが受付場所です。受付を済ま

せたら，ご案内しますので安心してご来場ください。

なお，昼食券を用意しております。 

入試相談コーナーでは，あなたの質問にずばりお答えします。お気軽にご相談ください。 

ＴＥＬ ０２８－６３４－４１６１ 

ＦＡＸ ０２８－６３５－３５４０ 

Ｈ Ｐ http://www.utanf-jh.ed.jp 

メール info@utanf-jh.ed.jp 

 

Ⅱ．各 科 展 示 発 表 

（１）中学 附属中学校紹介・総合学習「職業調べ」展示・茶道実演（教育会館３階３０２） 

（２）普通科 

   ①展示「学校行事等の紹介」（教育会館２階ラーニング・コモンズ室） 

   ②各コースの展示 

２年中高一貫・特別選抜・特進コース・展示「オリンピック・パラリンピック」 

     ２年進学コース・・・・・・・・・・・展示「モザイクアート」 

１年応用文理コース・・・・・・・・・展示「世界で羽ばたく日本のアニメ産業」

（教育会館３階３０２） 

２年応用文理コース・・・・・・・・・展示「琉球の歴史」 

     １年中高一貫・特別選抜・特進コース・展示「現代社会と文化」 

１年進学コース・・・・・・・・・・・展示「ペーパークラフト」 

                      （教育会館２階ラーニング・コモンズ教室） 

（３）生活教養科  

①ファッション・フード・保育・手工芸の展示 

保育専門分野による遊び広場（バルーンアート等） （教育会館３階３０１） 

②ファッションショー（記念講堂大ホール）      １０：３０～ 

③フード専門分野による手作りスイーツ・宮染め販売（教育会館前庭・職員駐車場） 

④保育専門分野による歌とダンスの発表（野外ステージ） ９：４０～ 

 

お申し込み 

方法 

（いずれか） 



（４）情報商業科 

   ①マルチメディア展示・駄菓子販売 

（教育会館３階３０４） 

②焼きそば販売（職員駐車場） 

③ハッシュドポテト販売（職員駐車場） 

（５）調理科  

①レストラン（教育会館１階生徒ホール） 

②フードコート（職員駐車場） 

③３年生卒業作品展示会（教育会館３階３０１） 

④日本栄養給食協会 

「有機野菜等販売」（教育会館前庭） 

   ⑤フタバ食品とのコラボ商品販売（教育会館前庭） 

   ⑥落合書店ｐｌｕｓのファンシーグッズ販売 

   ⑦東京ガス「エコへの取り組み」・他展示 

（６）音楽科 

  ①音楽科紹介展示（教育会館３階３０３） 

  ②吹奏楽部発表 ９：００～（記念講堂大ホール） 

１１：００～，２：００～（野外ステージ） 

③オペレッタ発表「美女と野獣」 

（記念講堂大ホール）１：００～ 

  ④クラシック・ポピュラーコンサート 

（記念講堂小ホール） １１：４０～ 

 

Ⅲ．文化部 

 （１）華 道「華の共演」展示（教育会館３階３０２） 

 （２）茶 道「茶道点前」実演と抹茶・菓子の販売（教育会館３階３０６） 

（３）書 道「生徒作品」展示（教育会館２階ラーニング・コモンズ教室） 

 

Ⅳ．記念講堂 

《大ホール》 

９：００～ 吹奏楽部    「演奏」 

１０：３０～ 生活教養科   「ファッションショー」 

１１：４５～ 演劇部     「べいべー」 

１：００～ オペレッタ   「美女と野獣」 

３：００  終了 

 

 

 



《小ホール》 

１０：００～ 合唱コンクール発表(２年上位入賞クラス)   

１０：４０～ 英語スピーチ 発表  

１１：４０～ 音楽科クラシックコンサート 

    １：００～ 合唱コンクール発表(１年上位入賞クラス) 

 １：４０～ 合唱部発表 

 ２：１０～ 中学音楽部演奏 

    ３：００  終了 

 

      ９：２０～ 合唱コンクール発表(２年上位入賞クラス) 

      ９：５０～ 英語スピーチ発表 

     １０：５０～ 中学音楽部演奏 

１１：１０～ 中学ダンス部演技 

     １１：３０～ 音楽科クラシックコンサート 

     １２：００～ 歌のおもちゃショー（共和大生） 

     １２：３０～ 合唱コンクール発表(１年上位入賞クラス） 

      １：００～ 合唱部演奏  

１：３０～ リズム体操（生活教養科） 

      ２：００～ 生徒参加「アカペラコンサート」 

      ３：００  終了 

 

Ⅴ．須賀学園教育会館 

  １Ｆ 学園ギャラリー・・・「須賀学園の紹介」展示 

ギャラリー・・・・・「部活動紹介」展示 

（運動部ユニフォーム・文化部の作品等） 

生徒ホール・・・・・調理科による来賓・保護者専用レストラン 

２Ｆ ラーニング・コモンズ教室 

普通科・・・・・・・・・・・・・・・「学校行事等の紹介」展示 

書道部・・・・・・・・・・・・・・・展示 

イラスト部・・・・・・・・・・・・・展示 

２年応用文理コース・・・・・・・・・「琉球の歴史」展示 

       １年中高一貫・特別選抜・特進コース・「現代社会と文化」展示 

１年進学コース・・・・・・・・・・・「ペーパークラフト」展示 

会議室・・・・・・・・・・・・・・オープンキャンパス個別入試相談会場 

３Ｆ ３０１ 

    生活教養科・・・・・「フード・ファッション・手工芸」展示 

調理科・・・・・・・「３年生卒業作品展示会」展示 

     

※雨天時 



 ３０２ 

２年中高一貫・特別選抜・特進コース・「オリンピック・パラリンピック」展示 

       ２年進学コース・・・・・・・・・・・展示「モザイクアート」 

１年応用文理コース・・・・・・・・・展示「世界で羽ばたく日本のアニメ産業」

中学・・・・・・・・附属中学校紹介・総合学習「職業調べ」展示・中学茶道部 

       華道部・・・・・・・「華の共演」展示 

３０３ 

音楽科・・・・・・・「音楽科紹介」展示 

３０４ 

  情報商業科・・・・・「マルチメディア」展示・「駄菓子」販売 

３０５ 

       生徒会バザー・・・・「本校恒例チャリティーバザー」販売 

３０６ 

  茶道部・・・・・・・「茶道点前」実演・「抹茶・菓子」販売 

   

前庭  

    組み紐制作体験教室・・・・・実演 

日本栄養給食協会・・・・・・「有機野菜等」販売 

インターアクト部・・・・・・「お菓子・ジュース」販売 

生教フード専門分野・・・・・「スイーツ・宮染め」販売 

   フタバ食品と生教・調理科・・「中華まん」販売 

   パティシエ部・・・・・・・・「スイーツ」販売 

落合書店ｐｌｕｓ・・・・・・「ファンシーグッズ」販売 

東京ガス・・・・・・・・・・「エコへの取り組み」展示 

ＪＲＣ部・・・・・・・・・・「東北復興支援」販売 

 

前庭野外ステージ 

（晴天時） 

９：００～応援団「エール」 

９：１０～中学合唱部・ダンス部「合唱・ダンス発表」 

      ９：４０～生活教養科保育専門分野「リズム体操 楽しく踊ろう！」 

     １０：１０～生徒参加      「生徒参加コンサート・ダンス」 

１１：００～吹奏楽部      「コンサート」 

１１：４５～mix bell コンサート 

１２：００～共和大子ども生活学部学生「歌のおもちゃショー」 

１２：３０～生徒参加      「ダンス発表」 

１：３０～           「宇短附フードコートベスト３発表」 

２：００～吹奏楽部      「クロージングコンサート」 



 

（雨天時） 

  実施しない 

 

 

第２グラウンド 

 運動部の練習・紅白試合・ミニゲーム等 

９：４０～１０：２０ スポーツチャンバラ部 

             硬式テニス部 

       バレー部 

１０：４０～１１：３０ 硬式野球部 

１１：５０～１２：３０ 中学サッカー部 

１２：４０～１３：３０ 高校サッカー部 

１３：５０～１４：３０ 硬式野球部 

 

Ⅵ．職員駐車場（飲食可） 

  調理科・・・・ｕｔａｎｆフードコート（生徒専用食堂） 

         カレーライス・うどん・スイーツ他販売 

  生活教養科・・フード専門分野による手作りスイーツ販売 

  情報商業科Ⅰ「焼きそば」販売     情報商業科Ⅱ「ハッシュドポテト」販売 

 ２年１組「ポップコーン」販売     ２年２組「たこ焼き」販売 

  ２年３組「クレープ・綿あめ」販売   ２年４組「うどん」販売      

２年５組「綿あめ」販売        ２年６組「じゃがバター」販売     

２年７組「肉まん」販売        ２年８組「焼き鳥」販売    

２年９組「たこせん」販売        ２年10組「ポップコーン・ソフトドリンク」販売  

２年11組「チュロス・飲み物」販売  ２年12組「ポップコーン・ドリンク」販売       

２年13組「豚汁」販売    ２年14組「チュロス」販売  

２年15組「フルーツジュース」販売   ２年16組「たこ焼き」販売  

  １年１組「焼きいも」販売       １年２組「餃子」販売 

 １年３組「飲み物」販売        １年４組「クレープ」販売 

 １年５組「焼き鳥・きゅうりの１本漬け」販売  １年６組「たこ焼き」販売 

１年７組「たこせん・飲み物」販売   １年８組「ラスク」販売 

１年９組「クレープ」販売       １年10組「タピオカとワッフル」販売   

１年11組「チョコバナナ」販売     弓道部「クレープ」販売 

女子サッカー部「あげたこ」販売    理科部「飲み物」販売 

 

 

 



３．トピックス 

各団体のなかで，これはと思う展示会場をご紹介します。お得な情報満載。 

あなたはこれで，「宇短附学校祭の達人」になれるはず。 

 

教育会館 

１Ｆ・生徒ホール（調理科 保護者来客用専用レストラン） 

調理科の生徒が腕をふるった料理の味を堪能してください。大好評の和食弁当をはじ

め，ケーキやコーヒーもございます。ぜひお立ち寄りください。 

２Ｆ・会議室（オープンキャンパス個別入試相談会場） 

来春，宇短大附属中学・高校に入学したい人は，みんな集まりましょう。入試や高校

生活がきっとわかります。 

 

３Ｆ・３０１ 

（生活教養科展示） 

生活教養科では，私たちの高校生活をこの教室に凝縮してご覧いただきます。「生活教

養科授業の紹介」や「染色，ステンドグラス，刺繍，書道，美術」そして「お菓子，

ケーキ」，色とりどりの作品達が，あなたのご来場をお待ちしております。 

（調理科） 

調理科３年生全員の卒業作品を一挙公開します。お気軽にお立ち寄りください。 

お待ちしています。 

３Ｆ・３０５（生徒会バザー） 

本校恒例のチャリティーバザーです。生徒 

一人ひとりが各家庭から持ち寄った品物を安 

価で即売します。また，この売り上げは年末 

に行われる歳末助け合い運動などに協力して 

いきます。毎年大変な賑わいです。 

ぜひお越しください。 

 

教育会館前庭 

野外ステージでの各種コンサートなど内容

が盛りだくさん。 

日本栄養給食協会も食育をテーマにテントでお待ちしています。 

 フタバ食品と共同開発の中華まんも販売しています。 

 

記念講堂 

記念講堂大ホール 

♪音響効果抜群のホールで，吹奏楽部，ファションショー，演劇，オペレッタ等，毎

年恒例のステージをお届けします。満員御礼続出。早い者勝ち♪ 



吹奏楽部  ９：００～ 

     みなさんこんにちは！！私たち吹奏楽

部は，今日のホールでの一度きりの発

表のために，「楽しく★熱い心」をモッ

トーに，力を合わせ練習を積み重ねて

きました！！音楽が 大好きな私たち

の青春のハーモニーをぜひお聴きくだ

さい☆ 

生活教養科 ファッションショー １０：３０～ 

     宇短附名物ファッションショー，生活教養科

のバルーンは，今，まさに最高潮にふくらんで

います。あふれる若さを全身で表現します。 

さあ，皆様お誘いあわせの上，大ホールへおい

でください。 

演劇部 「べいべー」 １１：４５～ 

    みなさんこんにちは。今年は多数の一年生が入部し，

部活動もいっそう活気に溢れています。ジュニア芸術

祭で上演しました私たちの劇をぜひご鑑賞ください。 

音楽科 オペレッタ １：００～ 

    「美女と野獣」。今年，私たち音楽科はオペレッタで

その感動をお届けします。この日のために一致団結し

て練習に励んできました。ぜひ，見に来てください。 

 

記念講堂小ホール 

合唱コンクール入賞クラス発表 

２年 １０：００～ １年 １：００～ 

 ７月に行われた，「第４９回校内合唱コンクール」 

１年生の部と２年生の部で，見事上位３クラスに入

った見事なハーモニーを，ぜひお聞きください。 

英語スピーチ １０：４０～ 

    今時の中・高校生！？その中・高生による熱い英語スピーチです。言葉ではなく熱

い思いで主張します。中・高校生の若さ，可能性，そして未来への展望をぜひ再認

識してください。 

   音楽科クラシックコンサート １１：４０～ 

    音楽科有志によるコンサートです。クラッシックからポピュラーまで幅広く演奏し

ます。 

 

 



職員駐車場 

模擬店 

♪本校自慢の「utanf 調理科フードコート」 

と，その他の科から名乗り出た「にわか料理 

人」が，数々のテントで四苦八苦。おいしい 

ものを準備してお待ちしております。 

おなかがいっぱいになるまで，食べてみてく 

ださい。 

今年は全部で調理科フードコート＋３３の 

テントがお待ちしています。♪ 


