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紫峰祭特別イベント
舞の海秀平 講演会
10月６日（土） 13:30～14:30
オーディトリアム大ホール

※講演中の出入りはご遠慮下さい。
※13:00 開場、全席指定です。
　オレンジチケットは 1･2 階、ブルーチケットは 4階です。

中央玄関中央玄関
インフォメーション
　★10月６日（土） 9:30～
　舞の海秀平講演会チケット配布所

インフォメーション
　★10月６日（土） 9:30～
　舞の海秀平講演会チケット配布所

ご来校の方は、
こちらで受付を
行って下さい。

※ご来校の際は 受付Ａ　受付Ｂ のいずれかで必ず入場の受付を行って下さい。

受付A

受付B

ご来校の方は、
こちらで受付を
行って下さい。

駐車場（100台程度）

紫峰祭バザー（被服室・１F）
クラシックコンサート（音楽室・２F　

コミュニティホール）
紫峰祭バザー（被服室・１F）
クラシックコンサート（音楽室・２F　

コミュニティホール）

限られたスペースしかございませ
ん。電車・バス等の公共交通機関
をご利用下さい。
※取手駅前にあります駐車場（有
料）をご利用頂き、バスでご
来校下さい。

※講演会チケット（エリアチケット）の配布は10月６日
(土）9:30から中央玄関講演会チケット受付所にて配布
いたします。但し、数に限りがあるため、配布枚数
は、お一人様2枚までとさせていただきます。講演会チ
ケット（紫峰祭チケットとは別になります）をお持ち
でない場合はご入場いただけません。

中等部入試個別相談会
10月６日（土） 
　10:00～12:00・13:00～15:00
10月７日（日） 
　10:00～12:00・13:00～15:00

高等部入試個別相談会
10月６日（土） 
　10:00～12:00・13:00～15:00
10月７日（日） 
　10:00～12:00・13:00～15:00
２Ｆシニアスタディルーム

催し物
中　等　部中　等　部

高　等　部高　等　部

部 活 催 し 大ホール

10月 ６日土 
9:15～10:05 演劇部

10:20～11:00 ダンス部
11:10～11:50 チアリーダー部
12:00～13:00 合唱部
13:00 開場
13:30～14:30 講演会
15:00～15:50 吹奏楽部

10月 ７日日 
9:15～10:05 吹奏楽部

10:20～11:20 合唱部
11:35～12:15 ダンス部
12:30～13:20 箏曲部
13:35～14:15 チアリーダー部
14:35～15:25 演劇部

紫 峰 祭 バ ザ ー 被服室

今年７月に発生した西日本豪雨により、今なお避難生活を強いられ
ている方々が多くいらっしゃいます。そのような方々が再び笑顔で
本来の生活に戻れることを願い「微力だけど、無力ではない」とい
う言葉を胸に、この紫峰祭バザーを今年も開催致します。収益は西
日本豪雨災害復興支援のための義援金にさせていただきます。

～新たなる希望を胸に
未来に挑戦～挑

今年度は江戸取創立 41 年目という新しい未来を拓く
貴重な一年になります。江戸取の歴史と伝統を継承し、
未来へと繋いでいきたいと思います。そのために「主
体性」と「挑戦」をテーマに、持っている力を全力で
発揮します。江戸取魂を実感して下さい。

研究発表

演 　 劇

模 擬 店

～Save resources of the sea～ 中等部3階

私達の故郷「海」の豊かさを未来に残す方法を、私達と一緒に考えてみませんか。
1-1

僕らのCity Planning～住み続けられるまちづくりを～ 中等部3階

1-2が考案した理想都市・えどとりニュータウン。あなたも住民になってみませんか?
1-2

地球クリーン大作戦! 中等部3階

皆さんはいつも物を無駄に使っていませんか? 物のエコな使い方を楽しく学んでみよう!
1-3

陸の豊かさを守ろう 中等部3階

今陸上で起きている事をいくつか取り上げて、実際に体験しながら対策を考えてみよう。
1-4

エネルギーをみんなにそしてクリーンに 中等部2階

現在、世界の問題になっているエネルギーについて楽しく、そして面白く紹介します!!
1-5

産業ミニミニ人生ゲーム 中等部2階

産業に関する事を使い、人生ゲームにしました。短時間の間にみんなで特大金持ちを目指せ!!
1-6

ウォーターサバイバル 中等部2階

ここは砂漠の中。川から家まで水を運んでいる最中。道に迷ってしまった。君は脱出できるか?!
1-7

異常気象による被害 中等部2階

今問題の地球温暖化や生態系破壊。これに社会はどう応じる? そして、地球の未来は?
1-8

ジェンダー平等を目指そう! 中等部4階

医科コが考えるジェンダーは、異か個か。意識カイカク、男女サンカク、1組ベッカク!!
2-1

健康・福祉 雑学マスター 中等部4階

次世代に関係する問題を若者たちで解決できるように考えていこう!
2-2

no mission impossible 中等部4階

強制労働、児童就労を助けるために君達の力が必要だ! 一緒に不可能を可能にしませんか?
2-3

「ここには何もありません。」 中等部4階

SDGsと関連させた環境問題についての発表です。一緒に教室を作り上げませんか?
2-4

パーフェクトヒューマン～教育は魔法だ～ 中等部4階

SDGsの目標の1つ「質の高い教育をみんなに」。あなたも、教育の魔法にかかろう!
2-5

世界のPPAP～Poor, Partnership, Anser, Peace～ 中等部4階

PPAPの懐かしさにひたりながら一緒に貧困について考えてみませんか?
2-6

国連江戸取支部 中等部3階

SDGs平和関連に基づき、「平和」や「公正」に関してとことん調べつくしました!
2-7

mission impossible～止まらない飢餓への挑戦～ 中等部3階

君は飢餓の現状を知っているか。ミッションを遂行して飢餓に面している人々を救出しよう!!
2-8

君の手で町を救え!!～今宵あなたはタイムトラベラーとなる～ 高等部2号棟1階

破壊されゆく過去の町、今の町、未来の町…。君はタイムトラベラーとして町を救えるのか!?
3-1

僕等はまだ世界を知らない 高等部2号棟1階

今この瞬間にも苦しんでいる人がいる。この文を読んだあなたには想像できるだろうか。
3-2

3-3地球改革プロジェクト 高等部3号棟2階

東大Jr.としての意地をかけた闘いが始まる! 最高に楽しい体験型研究発表!!
3-3

#バリアフリー体験してみた 高等部3号棟2階

毎日の生活の中に、「バリアフリー」はたくさんあります。あなたも体験してみませんか?
3-4

リサイクルで作るおまつり 高等部3号棟2階

SDGsの12項目目を元にしました。いろいろな遊びが出来ます! インスタ映えするかも!?
3-5

リアルマリオブラザーズワールド3-6 高等部3号棟2階

中等部3年6組にマリオの世界が出現。SDGsを使って、ゲームクリアを目指そう!
3-6

技術のミライの未来～世界の技術とそのミライ～ 中等部2階

世界の技術は発展をもたらしている…だけじゃない?! このままじゃだめだ! 解決策を…
3-7

SDGsパークへようこそ 中等部2階

今話題のSDGs! テーマパークになった3年8組で楽しく学ぼう! これであなたもモテ人間
3-8

アツシの知らないSDGsの世界 高等部1号棟2階

医科コースのハイクオリティーを体感してSDGsを超越する新次元の研究発表を届けます!!
1-2

生存不可能!? 果タシテ君ハ生キ残レルノカ… 高等部1号棟2階

君が漂着したとある島。待ち受けるは過酷なサバイバル…あなたは生き残れますか?
1-3

1年4組奇跡の物語～1年4組に行きますねえ!!～ 高等部1号棟1階

SDGs。それはみんなで達成すべき目標。私たち一年四組も全力で考え動画にしました。
1-4

Sports Festival 高等部1号棟2階

スポーツ。それは万人共通の娯楽であり健康増進を促すものである…。
1-5

あやかし横丁 高等部1号棟2階

季節外れの夏祭り! ボールすくいや射的などたくさんあるよ! みんなでレッツエンジョイ!!
1-8

ニノイチ超会議2018 高等部2号棟2階

全員主役。今年の超会議は超アツい。超ドローン動画。超ネ申動画が君を待っている!!!
2-1

news edory. ～かなジローを添えて…～ 高等部2号棟2階

本気でTV番組作成に挑戦! ドラマもＣＭもやります! そこにあるのは笑いか涙か…!?
2-2

リアル脱出ゲーム～夜の学校からの脱出～ 高等部2号棟2階

夜、学校探検中部屋から出られなくなった!? あなたは謎を解き脱出できるか!! 参加人数1～3人
2-3

逃ゲラレナイ 高等部2号棟2階

楽しい文化祭の中、うす暗い部屋から悲鳴が…なぜだ? 身を隠し謎を解き脱出せよ!!
2-5

人生ゲーム 高等部1号棟1階

大儲けするかな。大破産するかな。あなたの未来はサイコロで決まります。
2-10

もしロミオとジュリエットがSDGsを学んだら 高等部1号棟1階

ロミジュリがSDGsを学んだらあの悲劇はどう変わるのか? 名台詞のSDGs版に注目!!
1-1

迷走劇場～三太郎～ 高等部1号棟1階

江戸取にauの三太郎がやってきた!? 3人と仲間たちによるコミカルで愉快な物語!!
1-6

白雪姫～another story～ 高等部2号棟1階

今までの白雪姫とは違う! 白雪姫と王子のその後を描いたオリジナルストーリー。
2-8

ももたろう 高等部2号棟1階

桃太郎は犬猿鶏を連れて鬼退治に出発した。ところが亀も仲間になりたいと言いだし…。
2-9

ごちゃまぜ!! 執事＆メイド喫茶 高等部1号棟3階

お帰りなさいませ♡ 御嬢様、御主人様♡ 熱いハートとおもてなしで貴方の心を癒します♡
1-7

ミニオンズのドーナツ屋さん 高等部1号棟3階

ドーナツとのみもの売ります!! ワンチャン映えるので、ぜひ来てください♡
1-9

メイド喫茶 高等部1号棟3階

食べ物は、尊いものである。それを10組のメイドから提供される。すばらしいと思わないか?
1-10

サイエンスカフェ 高等部1号棟3階

DNAになって大腸の中に入ったらそこは実験室! 新しくて奇抜なカフェ、営業中です。
1-11

うっちー’s kitchen 高等部2号棟3階

腹が減っては祭りは楽しめぬ! いざ、2年4組へ出陣! 飯はここにあり! 飲み物もあり!
2-4

キャリーcalcal 高等部2号棟3階

担任のカルベ先生が、大好きな世界を作り上げました! ぜひこの世界観に迷いこんで下さい!
2-6

半分、青木。 高等部2号棟3階

個性的な生徒達が、あなたにスイーツをお届け! もう半分は何かって? 聞かないで下さい。
2-7

不思議の国のキッチン～迷いこんだコージー～ 高等部2号棟3階

コージーが2-11の落とし穴に落ちちゃった!? するとそこには素敵なパンケーキのお店が!!
2-11


