
【１日目】 合唱コンクール            

※ 保護者参観は，各学年，前半と後半の入れ替

え制で実施します。お子様が所属するクラス

の発表時にのみご参観ください。兄姉弟妹が

いらっしゃる場合でも，一度退場し，再度入場

するようお願いします。 

※ 参観する際は，健康チェックシートを受付

に提出してください。 

※ 保護者の方は，体育館入り口右のスロープ

側から入場し，体育館後方で参観，退場は校庭

側からの一方通行でお願いします。 

※ 参観後は，椅子の消毒にご協力ください。 

【２日目】については裏面をごらんください。 

       

令和３年１１月５日 

保護者 様 

                神栖市立神栖第二中学校長 谷田川 浩之  

    

    

文化祭『友愛祭』について（ご案内） 

 

 秋冷の候，保護者の皆様には日頃より学校教育活動にご協力いただきまして，誠にありがとうございます。 

さて，先日お知らせしました文化祭「友愛祭」について詳細が決定しましたので，ご案内いたします。保護者

の皆様の参観につきましては，保護者入れ替え制で実施いたします。ご協力よろしくお願いいたします。 

 

記 

１ 日 時  令和３年１１月１１日(木) 合唱コンクール   【 体育館 】 

  【場所】         １２日(金) 作品展示（１・３年）【 各教室 】起業体験（２年）【 校庭 】 

                    ステージ発表（文化部・生徒会・有志生徒）【 体育館 】   

２ 会 場  神栖第二中学校    

 

３ 日 程 ・内 容    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１学年の日程 
時  間 所要時間 内  容 

 ８：００ １０分 朝の会，出欠確認 

８：１０～ １５分 移動（１E・1C・1D 保護者入場） 

８：２５～ １０分 友愛祭・合唱コンクール開会式 

８：３５～ ２０分 合唱コンクール 第１学年の部 

【前半】E 組→C 組→D 組 

８：５５～ １０分 休憩（保護者入替） 

（１B・１A・１F保護者入場） 

９：０５～ ２０分 合唱コンクール 第１学年の部 

【後半】B 組→A 組→F 組 

９：２５～ １０分 休憩（表彰準備） 

９：３５～ １５分 合唱コンクール 閉会式 

９：５０～ ５分 学年撮影（保護者退場） 

９：５５～ １０分 退場，教室に移動 

 

 

第２学年の日程 
時  間 所要時間 内  容 

１０：００まで  学活（合唱練習 等） 

１０：０５～ １５分 移動（２F・２B・２A 保護者入場） 

１０：２０～ １０分 友愛祭・合唱コンクール開会式 

１０：３０～ ２５分 合唱コンクール 第２学年の部 

【前半】F 組→B 組→A 組 

１０：５５～ １０分 休憩（保護者入替） 

（２E・２D・２C保護者入場） 

１１：０５～ ２０分 合唱コンクール 第２学年の部 

【後半】E 組→D 組→C 組 

１１：２５～ １０分 休憩（表彰準備） 

１１：３５～ １５分 合唱コンクール 閉会式 

１１：５０～ ５分 学年撮影（保護者退場） 

１１：５５～ １０分 退場，教室に移動，給食準備 

 

第３学年の日程 
時  間 所要時間 内  容 

１２：５０  給食・片付け 

１３：０５～ １５分 移動（３D・３C・３A 保護者入場） 

１３：２０～ １０分 友愛祭・合唱コンクール開会式 

１３：３０～ ２５分 合唱コンクール 第３学年の部 

【前半】D 組→C 組→A 組 

１３：５５～ １０分 休憩（保護者の入れ替え） 
（３E・３B保護者入場） 

１４：０５～ １５分 合唱コンクール 第３学年の部 

【後半】E 組→B 組 

１４：２０～ １０分 休憩（表彰準備） 

１４：３０～ １５分 合唱コンクール 閉会式 

１４：４５～ １０分 学年撮影（保護者退場） 

１４：５５～ ２０分 退場，教室に移動 

 



【２日目】 午前 ： 起業体験・作品展示 

【２日目】 午後 ： ステージ発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ その他 

 ○ 普段の学校生活同様，生徒が学校に携帯電話を持ち込むことは原則禁止です。ご家庭でも，ご指導のほど

よろしくお願いします。 

 ○ 生徒が起業体験用に持参するお金は，５００円程度（１０００円以内）とします。各会社の商品や出し物

等は１００円～１５０円程度です。１００円硬貨や５０円硬貨で，用意してください。また，登下校時に使

用することないよう，ご指導よろしくお願いします。 

○ 来校の際は，マスクの着用，手指の消毒にご協力ください。また，上履きと靴袋をご持参ください。 

 ○ 駐車場は，本校校庭となります。正門から入場し，錬心館側東門から退場する一方通行です。２日目の起

業体験は，校庭（校舎側）を利用しますので，十分ご注意の上，駐車をお願いします。 

 ○ 別紙の QR コードを読み取り，「いばらきアマビエちゃん」のご登録をおねがいします。（当日，体育館や

校舎入り口にも掲示します。） 

 ○ 駐車場，校舎案内図については，別紙でお知らせします。 

○ ご不明な点がありましたら，お問い合わせください。 

 
時  間 所要 生徒の活動内容 

８：００ １０分 朝の会，出欠確認 

８：１０ ３０分 起業体験・作品展示 準備 

８：４０ 

 ～ 

１０：００ 

８０分 ２学年：起業体験の運営 

１学年：起業体験に参加 

３学年：作品展示の鑑賞 

１０：００ １０分 学年の入れ替え，移動 

１０：１０ 

 ～ 

１１：３０ 

８０分 ２学年：起業体験の運営 

３学年：起業体験に参加 

１学年：作品展示の鑑賞 

１１：３０ １０分 学級のところへ戻る 

１１：４０ ３０分 片付け，撤収 

１２：１０～ ４０分 給食準備，給食 

１２：５０～ ２０分 ３学年のみ：体育館に移動，着席 

１・２学年：昼清掃，リモート準備 

１３：２０～ １５分 午後の部開始 生徒会発表（映像）  

１３：３５～ ２５分 文化部発表 

科学部，パソコン部，吹奏楽部（映像） 

吹奏楽部演奏 

１４：００～ １０分 休憩（「KGT」準備） 

１４：１０～ ６０分 ステージ発表：「KGT」 

１５：１０～ １０分 閉会式 

１５：２０～ １５分 ３学年：シート・イス撤去 

     →教室に移動，帰りの会 

１・２学年：帰りの会，下校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

※ 保護者参観は，学年ごとの入れ替え制で実

施します。お子様が所属する学年の入場時間

にのみご参観ください。 

  ○１学年保護者参観  8:40～ 9:30 

  ○２学年保護者参観  9:40～10:30 

    ○３学年保護者参観  10:40～11:30 

※ ２年生の起業体験では，販売活動を行いま

す。収益金は募金費用となりますので，ご協

力よろしくお願いします。 

    

※ ステージ発表の参観は，出場する生徒の保

護者のみとなります。 

※ 参観する際は，健康チェックシートを受付

に提出してください。 

※ 詳細については，後日，生徒にプログラム

を配布します。 

 

【問い合わせ先】 

 神栖市立神栖第二中学校 

 ９２－０６５２ 

    担当：野口 悦子 

  


