
  ①クラスの出し物 

学年 組 ジャンル 内容 場所 

中１ 

a 展示 プラネタリウム 教室 

b 体験型 イライラ棒 教室 

c 体験型 リアル脱出ゲーム 教室 

d 演劇 桃太郎 教室 

e 展示 始皇帝に関する展示 教室 

f 展示 ピラミッドの展示 教室 

g 展示 世界の家に関する展示 教室 

ｈ 展示 カールじいさんの空飛ぶ家展示 教室 

中２ 

a 演劇 アリス・ピーターパン 教室 

b 映像 時をかける少女 視聴覚室 

c 演劇 トイ・ストーリー 教室 

d その他 コイン集めなど縁日 教室 

e 体験型 迷路・ミニゲーム 教室 

f 体験型 赤外線ゲーム 教室 

g 体験型 学校クイズ 校内 

中３ 

a 演劇 ミュージカル 第２体育館 

b 演劇 オリジナル劇 教室 

c 演劇 三太郎リメイク 教室 

d 演劇 アリタインワンダーランド 教室 

e 映像 ドラえもんが冒険 視聴覚室 

f 展示 船に関する展示 教室 

ｇ 演劇 オリジナル劇 教室 

高１ 

Ａ 演劇 オリジナル劇 第２体育館 

Ｂ 映像 31アイスになる 視聴覚室 

Ｃ 映像 ポケモンＧＯ 視聴覚室 

Ｄ 映像 となりのトトロ 視聴覚室 

Ｅ 映像 神隠し・七不思議 視聴覚室 

Ｆ 映像 ゲームの世界を冒険 視聴覚室 

Ｇ 展示 科学実験・ピタゴラスイッチ 教室 

Ｈ 映像 ショートムービー 教室 

高２ 

Ａ 演劇 森のくまさん 第２体育館 

Ｂ 演劇 ギリシャ神話 第２体育館 

Ｃ 演劇 オリジナル劇 教室 

Ｄ 演劇 西遊記 教室 

Ｅ 展示 体の中を大冒険 教室 

Ｆ 体験型 リアル脱出ゲーム 教室 

Ｇ 演劇 ダンシングトイストーリー 第２体育館 

Ｈ 体験型 宝探し 校内 

Ｉ 演劇 エンターテイメントショー 第２体育館 

 

 

 

 

 



  ②文化部の出し物 

文化部 内容 場所 

茶道研究部 抹茶の点て出し・和菓子付き 高校宗教教室 

囲碁将棋部 部員との対局、詰め将棋 東館１階112教室 

フィールドワーク部 実験、展示 本館３階実験室２ 

鉄道研究部 
鉄研クイズ大会、鉄道模型の展示、体験運転 

鉄道資料の展示、鉄道のある風景のジオラマの展示 

中庭・ 

宕峯館５階会議室 

科学研究部 室内実験、屋外実験、屋上（太陽観測）、展示・模擬店 

本館３階実験室３ 

第１グラウンド 

屋上、多目的室３ 

インターアクト部 万華鏡を作ろう！ 本館３階多目的室１、２ 

美術部 
ラミネートカード・ポストカード・レジンアクセサリー
等の販売、絵の展示 

理科講義室 

軽音楽部 バンドによる演奏 宕峯館６階ホール 

演劇部 演劇 第１体育館 

吹奏楽部 演奏会 第１体育館 

文芸同好会 クイズラリーと展示 多目的実習室 

 

③有志の出し物 

グループ名 学年 内容 場所 

JK時代 高２ ダンス 第１体育館 

fill in the blank 高２ ダンス 第１体育館 

ハチマキ団 中２ ダンス・ヲタ芸 第１体育館 

Hell !! 高１ アコースティックギター演奏 第２体育館 

Dada  高２ DJ 視聴覚室 

短期ニュージーランド留学 高２ プレゼンテーション 視聴覚１ 

マジック 高１ マジック。 視聴覚１ 

ESS 高２・１ Let’s Enjoy English 東館１階114教室 

トビタテ組 高２・１ 
海外留学に挑戦する気持ち トビ
タテの良さ・海外留学で得たこと 

東館１階114教室 

高２グローバルコース生 高２ グローバルコースの活動内容 東館１階113教室 

KONNY ’ S  高２ ダンス 中庭 

まめひみ 高１ ダンス 中庭 

In My Youth 高２ 演奏 中庭 

Jelly fish ☆ 中３ 演奏 中庭 

   

④学年、教科、教育後援会、OBの出し物 

団体名 内容 場所 

中１ 信楽陶芸作品展示 スタディホール 

中２ニュージーランド委員会 ニュージーランド調べ学習ポスターセッション スタディホール 

教育後援会 

9/2 (金) 13:00～15:00 制服リサイクルの販売 

※9:30～整理券配布（50枚） 

9/3 (土) 不要になった制服回収 

     ※制服リサイクルの販売はありません 

東館２階215教室 

 


