
 
  

佐賀星生学園 

令和４年１１月６日（日） 

星生祭 第１２回 



 

  

星生祭 執行部 

今年も無事に星生祭が開催されます！  

今回の星生祭は、新型コロナウイルスも緩和され、 

３年前と同じ事ができるようになりました。 

バザーや金魚すくい、クラフト体験などが行われます。 

チャレンジワークも新しく手話活動やデザイン活動が 

増えて、さらなる盛り上がりが期待できます。 

そして今年から校舎も新しくなり新しい星生祭となります。 

その思いを込めて今年のスローガンは 

「新星～今こそ光れ それぞれの星たち～」にしました。 

星生祭に向けて各チャレンジワークの生徒たちが三年生を中心に練習を

重ねて星生祭を大成功に収めるため、一生懸命活動に取り組みました。 

全学年先輩後輩問わず一人ひとりが個性を発揮し輝く星生祭です。 

ぜひお楽しみください！ 

執行部長 渡邊拓己 

 

渡邊拓己 秋永さくら 桑原杏奈 山口吉春 八木ひなた 

只隈響 德富尚忠 宇津江哲平 仰木のどか 兼尾聖来 
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イベント紹介 

時刻 催し物 会場 

１０：００～ 

バザー（パン販売） 家庭科室・図書室 

クラフト体験 1―1 

パソコン体験 パソコン室 

金魚＆スーパーボールすくい ウッドデッキ 

抹茶サービス 美術室 

１０：３０～ ビンゴ大会 1－2 

 

※ 数に限りがあります。なくなり次第、終了とさせていただきます。 

 

発表会プログラム 

発表時刻 催し物 出演者 会場 

１１：３０ 始めの言葉 執行部 副部長 多目的室 

１１：３５ 校歌斉唱   

１１：４０ PV 鑑賞   

１１：４５ ダンス活動発表 ダンス班生徒  



発表時刻 催し物 出演者 会場 

１２：０５ 創作活動発表 創作班生徒 多目的室 

１２：２0 
昼休み 

執行部クイズ大会 

  

１３：００ ハンドベル活動発表 ハンドベル班生徒  

１３：１５ デザイン活動発表 デザイン班生徒  

１３：３５ 歌活動発表 歌班生徒  

１３：５５ 手話活動発表 手話班生徒  

１４：１５ 休み時間   

１４：３０ 演劇活動発表 演劇班生徒  

１４：５０ クラフト活動発表 クラフト班生徒  

１５：１０ 
全校発表 

「３６５日の紙飛行機」 

全校生徒  

１５：３０ 終わりの言葉 
執行部 部長 

全校生徒 

 

１５：４０ フィナーレ 全校生徒 玄関 

 

※ 発表時間は前後する場合があります。ご了承ください。 



活 動 紹 介 
 

  

 

音楽班ではハンドベルとトーンチャイムを 

使って演奏します！ 

ベルの音色に乗せて 

皆さんに癒しを届けます！ 

ぜひ聞いてください！ 

一人一人が細部までこだわり、 

作品を仕上げました！ 

今年から、ハーバリウムや粘土など、 

新しい試みにも挑戦していますので、 

ぜひご覧ください！ 

今年は部員が増え、動きを合わせるのが 

大変でしたが、一人一人が努力を重ね、 

難しいダンスも完成することが 

できました。裏方を含め、 

全員で息を合わせたダンスを 

披露します！ぜひご覧ください！ 



 

 

 

  

  
 

+ 

演劇 

 

 

歌

創作 

今年は、いままでやったことのない 

演目にチャレンジしています！ 

外部の方々からの指導を受け、 

劇のクオリティを上げ、 

よりおもしろい劇になりました。 

ぜひ楽しみにしていてください！ 

創作活動班では、学校に必要なものを 

自分たちで考えて作る活動です。 

今年は３グループに分かれて 

それぞれ工夫を凝らして 

丸テーブルを作っています！ 

それぞれの作品に注目して 

ご覧ください！ 

１年生は活動に積極的で 

学年での企画を、 

２年生は出し物の際に使う 

パワーポイント作成を、 

３年生は撮影をそれぞれ 

頑張っています！私たちの歌を 

ぜひ聴いてください！ 



  

 

 

デザイン 

 

パソコンのイラストレーターを 

使いこなすまで時間がかかりました。 

それでも、何度もしていくうちに、 

使いこなせるようになりました。 

部員一人一人の個性があふれ出ている作品

たちをどうぞご覧ください！ 

多くの方が知っている曲を手話で 

表現します！この発表をきっかけに 

手話の世界に興味を持ってくだされば 

嬉しいです！！ 



 

 

  



校歌 それぞれの星 
作詞・作曲 半﨑 美子 

 

戻れない道を背に 明日へ向かう人よ 
思い悩んだ日々は いつか誰かを導く 

雨の日も 風の日も     
瞬きを忘れない 

それぞれの星はいま  
世界を照らす 

 
限りない自由を手に 語り合った仲間よ 
迷い傷ついた分 今日より明日が輝く 

波の日も 凪の日も  
閃きを絶やさずに 

いくつもの星がいま  
世界を変える 

 
育んだ希望を糧に 煌めいていく光よ 

惜しまず励んだ日々は いまの自分を支える 
春の日も 冬の日も  
輝きを放っている 

それぞれの色がいま  
世界を染める  
世界を照らす 



全校合唱  ３６５日の紙飛行機 

 

朝の空を見上げて今日という一日が 笑顔でいられるようにそっとお願いした 

時には雨も降って涙も溢れるけど 思い通りにならない日は明日頑張ろう 

ずっと見てる夢は私がもう一人いて 

やりたいこと好きなように自由にできる夢  

 

人生は紙飛行機 願い乗せて飛んで行くよ 

風の中を力の限り ただ進むだけ 

その距離を競うより どう飛んだかどこを飛んだのか 

それが一番大切なんだ さあ 心のままに 365 日 

 

星はいくつ見えるか何も見えない夜か 元気が出ないそんな時は誰かと話そう 

人は思うよりも一人ぼっちじゃないんだ 

すぐそばのやさしさに気づかずにいるだけ 

 

人生は紙飛行機 愛を乗せて飛んでいるよ 

自信持って広げる羽根を みんなが見上げる 

折り方を知らなくても いつのまにか飛ばせるようになる 

それが希望推進力だ ああ 楽しくやろう 365 日 

 

人生は紙飛行機 願い乗せて飛んで行くよ 

風の中を力の限り ただ進むだけ 

その距離を競うより どう飛んだどこを飛んだのか  

それが一番大切なんだ さあ 心のままに 365 日 

飛んで行け！飛んでみよう！ 

飛んで行け！飛んでみよう！ 

飛んで行け！飛んでみよう!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 体験コーナーは、数や時間に限りがあります。 

※ 靴は校内で持ち歩いていただきますので、靴袋やスリッパをご準備ください。 

※ 新型コロナウイルス対策のため、マスクの着用・手指の消毒へのご協力を 

お願いいたします。 

※ また、星生祭に関する変更・中止などの情報は本校ＨＰにてお知らせします。 

※ 今年度は YouTube Live等での配信はございません。ご了承ください。 

 

新型コロナウイルス感染拡大のため、第１０回,第１１回は縮小、 

オンライン配信で開催した星生祭でしたが、第１２回星生祭は通常の開催

となりました。ステージ発表とバザー,お茶席,クラフトブース等 

各種催しも生徒たちと行います。ステージでは、創作,クラフト,歌, 

ダンス,演劇,ハンドベル,手話,デザインの８つの活動をそれぞれの 

テーマで発表します。 

生徒たちはそれぞれのワークで自分たちの表現を磨いて今まさに 

その集大成を見ていただく日がやってきました。 

星生祭は生徒たちにとって最大の行事でもあり、達成することにより、

より充実感が増します。本日は生徒たちの精いっぱいの頑張りを温かい 

気持ちで応援していただきますよう宜しくお願いいたします。 

あとがき 

佐賀星生学園 校長 加藤雅世子 

佐賀星生学園 

駐車場あり 
※ 駐車場は限りがあります。 

なお、当日は公共交通機関の 
ご利用にご協力くださいます 

ようお願いいたします。 

◎公共交通機関最寄 

市営バス：江頭西停留所 

ＪＲ：鍋島駅 


