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《 第３９回 豊明祭を終えて 》
文化部

足立 友平

生徒たちの魅力が詰まった、
「平成最後の豊明祭」
。多くの皆様に支え
られ、無事に幕を閉じることができました。
５月からテーマ、テーマ曲、ポスター原画の募集、決定を前期生徒会
が行い、後期生徒会に引き継いで当日まで準備を進めてきました。テー
マ決定後にテーマ曲が決まりました。
「YMCA」
。私たち世代は西城秀
樹さんを思い浮かべますが、現代は E-girls。前日祭と閉祭式に、みん
なで踊りたいと、四役でダンスを考えて VTR を作り、昼の校内放送で
流してもらいました。当日は全校生徒が振りを覚え、楽しく踊ることが
できました。各委員会ではテーマ、シンボルマークを活用したステンド
グラスや大きなイラスト、演目めくり、プログラム、玄関や一階廊下の
装飾、校内のゴミ箱の作成など、様々な仕事に取り組みました。前日祭ではみなみの杜高等支援学校の生徒会も来校し、短時間
ではありますが、交流を深めました。生徒が自分の好きなこと等を披露する「豊明オンステージ」も今年は１４組が出場し、し
かもみなみの杜の生徒も「ＵＳＡ」ダンスを披露し、大いに盛り上がりました！！！！
ステージ発表もそれぞれ見応えがありました。１年生は国民的アニメ「ドラえもん」の高校生時代を舞台とした現代劇とダン
ス。２年生は「花咲き山」という物語を群読、よさこいソーラン、和太鼓で表現。３年生は音楽の授業を中心に取り組んだ器楽・
合唱と、販売製品やスタッフ活動のＰＲ動画を某テレビショッピング風に行いました。
保護者の方々にも、バザーや友愛セール等のＰＴＡ活動に参加・協力いただき、学校全体が一体となって、豊明祭を創り上げ
ることができました。楽しそうな人々の笑顔は「輝く銀河」のようでした。

１学年総務 石田 雄大
１年生にとって初めての豊明祭が無事終了しました。入学前に豊明祭を見に来てくれた生徒もいたようですが、実際に参加し
たからこそ得られる経験や達成感が多くあったのではないかと思います。今年の１年生は４月に設定した学年目標「Try One’s
Best」を年間通しての目標として各活動に取り組んでいます。豊明祭でも、この目標のもと一人一人が持てる力を出し切り、仲
間と協力して活動に取り組むことを目指して生徒たちの豊明祭活動はスタートしました。
１年生のステージ発表では、誰もが知っている「ドラえもん」をモチーフにして、「劇」と「ダンス」を一体化させた学年全
体での発表となりました。劇をメインで担当するグループでは、たくさんのセリフやそれに連動した舞台上での動きなど覚える
ことが多くありました。ダンスをメインで担当するグループでは、素早い動きやリズムに乗った振り付け、配置転換など激しい
動きが大変でした。そんな中でも、生徒たちは前向きな気持ちで活動に取り組み、励まし支え合いながら全員でステージ発表を
成功させようという思いが常に表れていました。発表の最後を飾った合唱では、そのような生徒たちの思いが一つになった素晴
らしい歌声を届けることができたのではないかと思います。
豊明祭ではステージ発表の他にも委員会活動など他クラスや他学年の人との
活動も多くありました。慣れない活動で緊張する様子も見られましたが、多くの
人たちと交流し、協力して取り組む活動は今後の学校生活や社会生活に向けての
大切な経験だと思います。大きな行事をやり遂げることができ、一人ひとりの更
なる成長に繋げることができました。
保護者の皆様には、お忙しい中、豊明祭にあたり様々な面でご理解、ご協力いただき、本当にありがとうございました。

２学年総務 坂本 安功
今年の２学年ステージ発表は、昨年とは違いちょっと大人になった内容に挑戦するために、数年前にもやったことがあった群
読を参考に、よさこいや和太鼓を物語のシーンに合わせて取り入れて、
『花咲き山』として学年全体で一つの作品に取り組みま
した。
早々と豊明祭を意識していた生徒の中には、昨年見た先輩方の劇と演舞の二つのステージ発表をイメージしていて、
『群読と
はなんだろう…』と思った生徒もいました。オリエンテーションで先生方の見本を見て希望アンケートを取り、担当になったセ
リフや和太鼓、よさこいのパフォーマンスの発表に向けて取り組みがスタートしました。練習を重ねるたびにそれぞれのクオリ
ティが高いものとなり、本祭では一人一人の花を咲かせた発表をすることができました。
ステージ中央で見ていただいた切り絵の映像は、子供たちが作成した切り絵を撮影した物で、美術の授業で切り絵に取り組ん
でいたこともあり、短い期間でしたが上手に１６枚の切り絵を作ることができました。発表後に保護者の方々から頂いた、
「感
動した」
「良かった」
「大人の発表でした」
「涙した」
「素敵な切り絵でした」などのお言葉を生徒へ伝え、今回の努力した結果を
みんなで確認しました。
また、もう一つの活動としてプレ販売では、当日６０分間を前半後半で分けての
短い活動でしたが、来年の販売学習につながる活動として、１・２組は音楽室での
宮田屋コーヒーとスイーツの販売、３・４・５組は調理室側での食券引換を行いま
した。事前学習で接客の流れを確認したり、看板製作など装飾の準備を行い、当日
は保護者の皆様と連携しながら無事に終えることができました。
今年の豊明祭期間の活動を通し、表現力や協調性などを身に付け、さらに一まわ
りも二まわりも大人に成長した姿が見られました。今回の豊明祭を成功させることができたのも保護者の皆様の様々な面でのご
協力のおかげです。本当にありがとうございました。

３学年販売係 松ヶ崎 茜
１０月上旬まで続いた現場実習を終え、息をつく間もなく豊明祭の特別日課が始まりました。他学年よりも２週間も短い準備
期間で、最高学年としてのパフォーマンスを見せるべく、３学年の生徒達は真剣に活動に取り組んでいました。
ステージ発表では、映画「サウンド オブ ミュージック」の楽曲である「私のお気に入り」と「エーデルワイス」の２曲をリ
コーダーで演奏しました。誰もが耳にしたことのある美しい曲ですが、いざ演奏してみるとなかなか難しく、複雑な指使いを覚
えてピアノ伴奏に合わせるために、どの生徒も諦めず練習に取り組みました。合唱曲「あなたに会えて」は、自分を支え、励ま
してくれた人への感謝と、人生を強く生きていく決意を表す曲でした。
「あなたに会えてよかった、だから今の私がいる」とい
う歌詞は、生徒一人一人がそれぞれの「あなた」を思い浮かべながら歌ったことと思います。卒業を控える３学年の生徒達の心
境に重なり、聴く人の心に響く素晴らしい合唱となりました。
販売ＰＲ活動では、某通販番組風に生徒達が歌って踊り、各作業学科の一押し商品を紹介する動画を制作しました。ユーモア
溢れる内容で、思わず声を出して笑ってしまった方も多いのではないでしょうか。撮影現場も和気あいあいとしており、笑顔で
楽しみながら活動する姿に、３年間かけて築いてきた友情を感じました。
３学年はステージ発表の他に、お客様をおもてなしする「スタッフ活動」と「販売活動」を行いました。スタッフ活動ではク
リーン活動、パンフレット手渡し、スリッパ拭き、総合案内、移動案内などを行いました。エプロンと腕章が目印でしたが、そ
れぞれの持ち場で活躍する場面はご覧いただけたでしょうか。拡声器でご案内したり、自分からお客様にパンフレットを渡しに
行ったり…慣れない経験で戸惑うこともありましたが、しっかりと自分の役割を果た
して頑張ることができました。販売活動では各作業学科の製品販売、ＰＴＡバザーの
食券交換を行いました。たくさんのお客様に足を運んでいただき、自分達が日頃作っ
ている作業製品を自分達の手で販売したり、自分達の接客でお客様がお買い物をして
くださるという経験ができて、とてもやりがいを感じた時間になったようです。
それぞれの活動を通して３学年としての大きな成長を感じることができる豊明祭になりました。保護者の皆様のご理解、ご協
力、本当にありがとうございました。

いじめ・ネットトラブル根絶メッセージコンクール
道いじめ問題対策連絡協議会が主催する「いじめ・ネットトラブル根絶！メッセージコンクール」で、
本校生徒９名が札幌市審査で入賞しました。このコンクールは、青少年からいじめ・ネットトラブルの根
絶にかかわるメッセージを募集し、いじめの根絶等に向けた啓発活動などに活用することによって、いじ
めやインターネット上の有害情報による被害などから青少年を守るための社会全体の意識の醸成を図るも
のとして毎年開かれているものです。札幌駅前地下歩行空間北一条スペースで入賞作品展示会も開かれ、
道教委最優秀賞・優秀賞、各教育局、札幌市の最優秀賞に輝いた作品全１５４点が展示されました。

＜本校の受賞者および受賞作品＞
いじめ根絶部門
・最優秀賞
１年 佐藤 翔「いじめから 絶対守るよ 君のこと」
・優秀賞
１年 松田結愛「見ないふり していた君も 同じ罪」
・奨励賞
２年 和倉 葵「だいじょうぶ せいぎのみかた そばにいる」
３年 髙橋忠伸「救いの手は あなたからいじめをなくすために」
ネットトラブル根絶部門
・最優秀賞
１年 中村琴音「送る前 ちょっとみなおそう その言葉」
・優秀賞
１年 大竹口心「ひとことで 世界に広まる プライバシー」
・奨励賞
３年 廣瀬貴一 「SNS その一言が 人生を狂わせる」
３年 松田由希菜「SNS 危険がたくさん 気をつけよう」
３年 西部博斗 「ネットもね ほんのひとこと ほら炎上」

相談支援の取組みについて
今年度は毎週月曜日にスクールカウンセラーの本田先生との面談をおこなってきましたが、生徒や保護
者の皆様の要望にこたえられるよう、毎週火曜日にも本校職員の菅原教諭（生徒指導担当）との面談を実
施することになりました。
相談を希望される方は担任の先生や支援部の大塚教諭をとおして気軽に申し込んで下さい。

冬休み作品展および読書感想文コンクールの開催について
冬休みが終了してすぐに「冬休み作品展」と「読書感想文コンクール」を開催します。作品展には、冬
休み中に作った工作、手芸、絵、書道など、たくさんの作品が出品されます。読書感想文コンクールは、
冬休み中に読んだ本の感想文を、学年ごとに表彰します。
保護者の皆様にも、ご来校の折には、玄関ホールの展示をご覧いただきたいと思います。
・冬休み図書長期貸し出し期間
・読書感想文コンクール募集期間
・冬休み作品展
・冬休み図書返却期間
・読書感想文コンクール受賞作品展示
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１３日（水）

１2 月

下校バス

３（月） スクールカウンセラー来校日
LHR（１校時）
５（水） 午後：月曜午後授業＋生単
PTA 執行部会⑨（10:00～13:00）
PTA 講演会②（13:10～15:10）
７（金） ３年教育実習終了 午後：１、３年 LHR ２年生単
ワープロ検定（1 回目）15：15～
１０（月） スクールカウンセラー来校日
１１
（火） 午前：水曜午後授業
午後：２年職業
１２（水） ３年テーブルマナー講習会
１３（木） 委員会⑧（５校時） 冬休み図書長期貸し出し（～20 日）
１４（金） ２年教育実習終了 全校集会（５校時）
６校時：１、３年生単 ２年 LHR
１７（月） スクールカウンセラー来校日

１５：０５
１５：５０

１９（水） 午前：１、２年木曜午前授業
３年ビジネスコース ソーシャルスキルチャレンジ（１日）
３年総合コース 校内ミニレク（２～５校時）午後：生単（６～７校時）
２０（木） ５時間授業 大掃除（1 校時） 午前：水曜午前授業
２１（金） 芸術鑑賞会（２～４校時） 午後：１年生単 ２、３年特設/選択
２４
（月） 振替休日
２５
（火） ２学期終業式（清掃・式・LHR）
冬季休業（12 月 26 日～１月 20 日）
１月

１５：５０

１５：０５
１５：０５
１５：０５
１５：５０
１４：４０
１５：０５
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１４：２０
１５：０５
１１：２０

１７（木） スキー搬入日（10:00～14:00）
１８（金） スキー搬入日（10:00～14:00）
２１（月） ３学期始業式 スクールカウンセラー来校日 身体計測 （式・清掃・LHR）
読書感想文コンクール募集（～23 日）冬休み作品展（～24 日）
２２（火） 午前授業 冬休み図書返却（～24 日）
２３（水） ６時間日課
午後：月曜午後授業
２４（木） ５時間日課
２５（金） 午前授業 清掃（12：50～13：10）
２８
（月） 生徒休業日（～30 日）学校徴収金口座振替日
３１
（木） 委員会⑨（５校時）
※１月２８日（月）～１月３０日（水）入学者選考検査・選考会議（生徒休業日）
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