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令和元年がんばんねん

～この菊葉祭おもしレイワ～

文化祭： 9 月 21 日（土）、22日（日）

体育祭： 10月 7 日（月）

昭和第一学園高等学校 保護者の会 広報委員会

文化祭 オープニングセレモニー

体育祭

昭和第一学園高等学校 保護者の会ホームページ　URL：http://sdg-pta.com/



G3-4
俺の炒飯

G3-2
俺たちのドッグ

（トルティーヤドッグ）

G3-7
多田貴族
（焼き鳥）

G3-1
かき氷

G3-3
フリフリポテト

G3-5
ヤバイ餃子屋さん

G3-6
タピ太郎

G3-8
やきそば

T3-1
君にチョコバナナ

T3-2
今川焼き

T3-3
フルーツかき氷

T3-4
フランクフルト

T3-5
ふるーちゅあめ

T3-6
タピスタ

G1-3
マユストーリーマニア！

（ｱﾄﾗｸｼｮﾝ）

G2-1
ヨッテク？

（人生ゲーム）

G2-4
THEND

～愛の証明～

G1-1
観客推理型人狼劇

(推理劇)

G1-2
アラジン（劇）

G1-4
恐怖の街～ｿﾞｿﾞTOWN～

G1-5
TORE 一攫千金ゲーム

G1-6
INDIANA GONES ADVENTURE

G1-7
1 年 7 組-今から皆さんは、人質です-

G1-8
VS ますみ

G1-9
VS Nove

G1-10
Go Go アダム

G1-11
お化け屋敷

G1-12
照山ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ2019

T1-1
死宮（お化屋敷+迷路）

T1-2
インスタ映えバカッコイイ動画

T1-3
生存確認～コユビ～

G2-2
真夏の夜のカジノ

G2-3
縁日

G2-5
縁日

G2-6
からくり屋敷

G2-7
Gambler

G2-8
ﾎｰﾑｱﾛｰﾝ(迷路)

G2-9
209 号室からの脱出ゲーム

G2-10
どうぶつの森ごっこ

G2-11
キノコランド（迷路）

G2-12
ｺｰﾃﾞｨｰとﾁｮｺﾚｰﾄ工場

G2-13
イット(お化け屋敷)

G2-14
脱出 in Wonderland

T2-1
縁日

T2-2
Darts(ﾀﾞｰﾂ)

T2-3
サッカー(ｱﾄﾗｸｼｮﾝ)

G2-1 によるターム留学 展示・報告会
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旋盤、フライス盤、マシニングセンター、ＮＣ旋盤、溶接機械、３Ｄプリンター、ＣＮＣ等

漫画同好会 環境研究部

女子ダンス部

吹奏楽部 放送部

新聞部 ＣＧ部 写真同好会 軽音楽部 調理同好会

英語同好会 かるた同好会 自動車研究部 創作デザイン部 電気研究部

合気道部 空手部 ライフセービング部 サッカー部 ハンドボール部

どのクラスも素敵なデザインでした︕

歌・ダンス・バンド・漫才・・ どのグループも素晴らしいステージでした︕

Ambition Heart あづみく＆よねあいみ 一重のめだか

大久保クレオパトラひみこ P ちゃん れんちゃん

美化委員さん
清掃活動ありがとうございました

衣装も、セクシーポーズも、アピールも楽しい︕
先生方の仮装とパフォーマンスにも大歓声!!

生徒会イベントの表彰式が行われ、
文化祭の締めくくりとなりました

キャラに
なりきって
最高︕
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ハーブ庭園～ランチバイキング～
ワイン工場見学・試飲～ぶどう狩りと
食べ放題の旅

10 月 27 日の日曜日、早朝 7時 50 分に立川の
集合場所に集まり研修委員の方の案内のもと、大型
バス 2 台の団体日帰り旅行に出かけてきました。

①ハーブ庭園 旅日記見学

園内をオネエ風のガイドさんが案内してくれました♪

ハーブの説明を皆真剣に聞いています。庭園のハーブ
を見て回るところと思いきやオリジナルの化粧品の紹介
をしてくれました。なんだか化粧品を爆買い︕

②ランチバイキング(甲府記念日ホテル）

ロビーを抜けた部屋でお待ちかねのバイキング♪山梨
名物のほうとうがあって大人気♪お料理も豊富で食べ
きれないほどありました。とっても美味しく大満足です。

ハーブ庭園入口の門 １号車校長先生、２号車は副校長先生 早朝にバスに乗り込みます

１号車は３年生、２号車は１、２年生の保護者の皆さん 写真上は１号車 写真下は２号車

バイキング会場にて校長先生からご挨拶いただきました

ハーブ庭園の案内のお兄さんの話を皆真剣に聞いています

研修委員会のみなさま

珍しいほうとうのバイキング

クリームは透明

③ワイン工場見学・試飲（シャトー勝沼）

創業 140 年のワイナリーの工場見学。残念なが
ら工場がお休みで施設内の見学だけでした。

見学のあとはワインショップで 11 種類ものワイン
の試飲し放題♪ 500 円で高級ワインの試飲も
出来ました。校長先生、思わず乾杯です。

皆さん、今度はワインを爆買いしております。

こんな風に樽から注げます

④ぶどう狩り食べ放題（見晴し園）

ぶどう狩りの説明を聞いたあとハサミとバケツを持っ
てぶどう狩りスタート。お気に入りの房をカットして皆
でシェア。甘いぶどうをおなかいっぱいいただきまし
た。

見晴し園

午後から晴れていいお天気になりました

真剣に工場の様子を見ています 天谷会長と本部のみなさま 校長先生、グラスで乾杯︕︕

今年も校長先生から美味しいクッキー
をいただきました。ごちそうさまでした

お土産こんなにたくさん
いただきました

日曜日ということもあり、帰りは渋滞。皆様お疲れ様でした

ぶどう狩りの説明を聞いてみんなでシェアしていただきます

研修委員長からひとこと
今年のバス研修旅行は、山梨に行って来まし
た。運良くお天気にも恵まれ、ハーブ園、ホテル
バイキング、ワイン工場でのテイスティング、葡萄
食べ放題と皆さん満足され笑顔が素敵でした。
来年も是非１人でも多くの参加をお待ちしてお
ります。

◆◆山梨めぐり コース◆◆

立川駅（集合） 談合坂 PA ① ハーブ庭園 旅日記見学

② ランチバイキング（甲府記念日ホテル） ③ ワイン工場見学・試飲(シャトー勝沼）

④ ぶどう狩り食べ放題（見晴し園） 談合坂 PA 立川駅（解散）
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保護者の会 講演会保護者の会 講演会保護者の会 講演会保護者の会 講演会

この力強く重厚感漂う題字は、 
高水 攻先生（元校長）の 
直筆です 

翔け未来へ  第 80 号  2019 年 12 月 20 日発行 
■編集・発行︓昭和第一学園高等学校 保護者の会 
■印    刷︓有限会社 広伸印刷 

＜意見交換会 開催日＞ 
第１回 7 月 6 日（土） 
第 2 回 9 月 7 日（土） 
第 3 回 11 月 9 日（土） 

 

・夏休み中の親子の会話の内容 ・担任の選出基準 
・進路選択の変更 ・部活動の２部制での空き時間の使
い方 ・通学/部活時のリュック使用など、様々な意見が交
わされました。 
（写真は第２回の様子です） 

【講師ご略歴】  
1961 年長野県生まれ。東京学芸大大学院修了（教育学博士）。東京大学教育
学部付属中・高等学校教諭等を経て 1999 年より国立天文台勤務。 
現在、国立天文台 准教授/普及室長、国際天文学連合(IAU)・国際普及室
(OAO)室長、宙ツーリズム推進協議会代表、信濃大町観光大使。 
主な著書に、「面白くて眠れなくなる天文学（PHP 出版）「地球外生命は存在す
る︕」（幻冬舎）「星の王子さまの天文ノート」（河出書房新社）など多数。NHK ラ
ジオ深夜便「ようこそ宇宙へ」、NHK 高校講座「地学基礎」にご出演。 

日時︓令和元年 11 月 16 日（土） 
14:30～16:00 

会場︓昭和第一学園高等学校視聴覚室 

保護者の会      
天谷会長挨拶 

研修委員による司会、 
講師略歴のご紹介 

縣先生・校長先生と研修委員で記念撮影
～ありがとうございました～

ダ・ビンチサイエンス立川教室の親子 80 名も
参加してくださり、会場はほぼ満席︕ 
先生は親しみやすくわかりやすい言葉で、宇宙
や星について話して下さいました。 
 
ワクワクしながら聴き入ってしまい、あっという間
の 1 時間半でした。 

縣 秀彦先生 

私たちは元素レベルでは「星の子どもたち」であ
り、宇宙とつながっているのです。 

138億年の宇宙の歴史を1年の暦にしてみると・・・
人の人生は 0.2 秒。ほんの一瞬の瞬き程度。 

ブラックホールに入ると、からだが伸びて伸びてそうめん
の細さ位になって分子以下にばらばらになるんですよ。 

Mitaka を使って、立川からプチ宇宙旅行を 
楽しみました︕ 
※Mitaka（みたか）・・・国立天文台での 
最新の観測データに基づいた宇宙旅行が可 
能な無料ソフトウェア。 
Windows で使用可能 

毎回、校長先生、教頭先生をはじめ、生徒指導部などの先生方とクラス役員約
２０名が、新館会議室に集まり、学校の近況報告やクラス役員からの疑問や
質問について直接意見を交わす学校主催の会です。 
日頃知らなかった学校の状況がわかりとても有意義な時間でした。 

受付・・・たくさん
の方がご来場 

お互いに文化・文明、宇宙・自然の姿を伝承する
ことで私たちはつながっているのです。 

テーマ︓「生徒・クラス役員・教職員にとって魅力ある学園となるために」


