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＊校長あいさつ＊ 校長 竹井 俊久 

本日は大島高校の文化祭へお越しいただきありがとうございます。 

今年のテーマは「煌（きらめき）」です。この一文字には，「安陵の地に集った仲間たちが団結しながらキラキ

ラと輝くような文化祭を創り上げたい」，そして「いつまでもキラキラと光り続ける青春時代の思い出にしたい」

という生徒の思いが込められています。全校生徒７５８名は本日までそれぞれの目標に向かって互いに協力しあ

いながら企画・準備を進めて参りました。その途中には多くの笑いや大小の困難や苦労があったことと思います

が，今日はそれらを乗り越え，自分たちの持ち味を出しながら，テーマにふさわしいキラキラした青春像を皆様

にお見せできるものと思います。ご来場の皆様には，生徒たちが最も煌めいている瞬間を楽しんでいただければ

幸いです。 

 最後に，文化祭開催にあたって企画運営に携わってくれた生徒会役員，文化祭実行委員，顧問の先生方に心

より感謝いたします。 

＊文化祭実行委員長あいさつ＊ 3年 6組 飯田夕日 

本日は大高文化祭にお越しいただき誠にありがとうございます。文化祭の準備は、昨年度の 3月から始まり、

５月をめどに学校全体で文化祭の準備を始めました。高校最後の県総体があり、全校生徒忙しい中、それぞれの

クラスが一丸となって創り上げてきた文化祭です。今日だけは、普段の生活を忘れて学校全体で文化祭を全力で

盛り上げ楽しみましょう！ 保護者の方々や地域のみなさん、今日はぜひ大島高校文化祭をお楽しみ下さい！！  

＊生徒会長挨拶＊ ３年７組 中山 莉李 

第７０回大島高校文化祭にお越しいただき心より感謝申し上げます。文化祭は大高の誇るべき伝統行事の 1つ

です。生徒 1人 1人が強い思いをもち、全員で創り上げる最高の文化祭をどうぞお楽しみ下さい。生徒のみなさ

ん、この日のためにたくさんの準備をしてきたことと思います。今日は、その成果を十分に発揮し、全員で盛り

上げていきましょう。そして、大高文化祭がいつまでもきらきらと耀き続ける思い出となるように、全力で楽し

みましょう！  

＊生徒会統一テーマ＊ 

 

全体企画１＊（全校生徒による作品制作）「煌～夏のスノードーム～」 

 今年も生徒会テーマにそって全校生徒で制作しました。展示会場の廊下に煌めく夏のスノードームを展示してあ

ります。私たち生徒 1人 1人は、将来の目指す道や頑張る分野はそれぞれ違いますが、“煌めく未来”に向かって進

んでいけるように全員が努力しています。今回の全体制作では、そういったそれぞれが煌めく瞬間をスノードーム

に結んでいる短冊の中に記しています。煌めく未来に向かって進んでいく私たちの姿を感じでいただけたら嬉しい

です。 

 

 

仲間と築く安陵の青春 

     燦然と耀く太陽(てぃだ)のごとく 
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＊全体企画２＊ （テーマソング）    

～作詞：濱田明日郎（H25年度卒業生） 作曲：田頭知樹（H25年度卒業生）  演奏：有志バンド・全員合唱 

今日も一日が始まり 靴箱に注ぐ朝の光 

あれもやってこれもやって 晴れた空にふと手を伸ばす 

 

早すぎる季節に気づけばあおられ 

進むはずのこの舟に帆をはる 

＊ この夕日の輝きはどこへ行ったとて同じだろう 

いとしい思い出の向こう側の光 

ぼくらのしるべのように      

水たまりに映った雲 光を待つ窓に濡れた草 

もう少しで虹もかかるか 背中に感じて進んでいく 

漕ぎ続けたらどこまで行けるだろう 

どんなつらい気持ちに降られたときも 

 

＊ くりかえし 

 

夜が来て 今日がまた流れ落ちていく 

また朝日が昇るとき 

その景色が変わっていても 

 

動き出すよ舟の上 きらめくみなもをオールが返す 

いとしい思い出の向こう側の光 

 

しるべは輝き出す 

 

LaLaLa・・・・・・・ 

 

＊１・２年展示＊ 

1年 1組《動画》｢キラッとかっこよく～星のように～｣ 

こんにちは。私たちは 1年 1 組です。私たちのクラスの日常はとてもかっこいいのでその様子を動画に収めま

した。その他にも面白い体験があるのでぜひ来てみてください。 

１年２組《スタンプラリー》「１-２ Nice colorで輝く~New world~」 

１年２組では、東奔西走～諦めたらそこでラリー終了ですよ!？～というテーマでスタンプラリー実施!!問題

を解いて、スタンプを集めよう!見事正解した人には先着で景品が貰えるかも!?スタートである教室は素敵な装

飾を施す予定です。私たちと一緒に楽しい文化祭にしませんか? 

１年３組《教室をディズニーの空間に》「１人１人の個性を生かして煌き！☆」 

こんにちは。私たちは１年３組です。私たちの教室ではジブリの雰囲気をイメージして飾りつけを行っていま

す。また、石けん販売もしているので、ぜひ１年３組に来てみてください！待ってます～！ 

１年４組《不思議な空間の魚釣り》「キラキラ光れ ７２の瞳」 

１年４組のテーマは「海」です。幻想的で不思議な空間をつかりました。魚釣りコーナーなどもあります。楽

しめると思いますのでぜひいらっしゃってください。 

１年５組《作品販売》「きらめけ!! Circle of Strawberry」 

私たちのクラスは、日常で使うようなポーチ、コースター、写真たてやキーホルダーなどたくさんものを販売

しています。部活に入っている人におススメのものも売っているので気軽におこし下さい。 

１年６組《写真スポット》「Freedom shining ～自由を輝かせ！～」 

私たちは奄美の自然の美しさを知ってもらうために、教室を撮影スポットにしました。自分たちで撮影した写

真を展示し、奄美をイメージした黒板アートにも取り組みました。奄美を感じられる空間になっています。 

1年 7組《作品販売》「放て！我ら七組の四十色の輝き」 

とても不思議で，普段は，勉強と部活の両立を目指して一生懸命な 1年 7組がジブリアニメ『ポニョ』をテー

マに大変身！デボン紀の海がテーマとなった黒板アートや、ステッカー販売なども行います。1 年 7 組、いざ、

脳内革命じゃ！ 
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２年１組《写真展》「気楽(きら)芽(め)稀(き)～一生に一度の理凸～」 

私たちは高校生のうちでしか味わうことの出来ないようなキラキラした日々を写真に収め展示しています。見

ているだけで楽しくなったり笑顔になれたりできるような写真がたくさんあるので、是非見に来てください。 

２年２組《海アート》「２組でつくる新たな煌」 

私たちは、サンドアートをメインとした色々な展示行います。小さな子どもから、お年寄りまで幅広い年代に

楽しんでいただける展示なので、ぜひ２年２組の教室に遊びに来て下さい。 

２年３組《射的》「Wonderful class～仲間との煌めく青春(アオハル)～ 

私たち 2年 3組は、川畑先生、美坂先生、重原先生の 3人のユニークな先生方と共に楽しい文化祭にしようと 

がんばってきました。内容は射的・ボーリング・写真コーナーです。皆が楽しめる空間です。 

２年４組《映像上映》「Maburai’s make new world」 

私たち、２年４組は、映画を作製しました。大島高校でまきおこる、D5物語。興味のある方、興味のない方も

ぜひ、２年４組までおこし下さい。 

２年５組《写真スポット》「～きらめき☆野まぐっ Tの部屋～」 

５組のさまざまな個性を生かした、バリエーション豊かで多彩な教室を目指しました。時間があまりなく焦り

のある感じがうかがえますが精一杯の２年５組を見てもらえれば嬉しい限りです 

２年６組《黒板アート》「輝け！和・輪・わぁ！」 

私たちのクラスは自分たちで作製したオリジナル PV を投影します。その他には黒板アートや写真撮影スポッ

トなどがあります。一番の注目はやはりオリジナル PVなので、ぜひぜひ足を運んでみてください。 

＊３年ステージ部門＊ 

３年１組【TO TO TOP～きらめけ!輝け!39大作戦～】《劇》 

みなさんは、大切な家族、友達に自分の想いを伝えていますか？私たち 3年 1組は、たくさんの方々のおかげ

で毎日楽しく過ごさせています。今までもこれからもお世話になる方へ、理凸の感謝の気持ちをお届けします。

３９(サンキュー)大作戦、最後までお楽しみください。 

３年２組【青春を求めて植(うえ)を向いて歩こう】《劇》 

私たち 3年 2組は、ももたろうをモチーフにしたぽんたろうの劇をします。ぽんたろうが鬼退治をするために

奄美の個性豊かな仲間達と出会い、おもしろおかしく鬼退治をするので温かい目でご覧下さい。 

３年３組【煌一番～個性豊かな川畑組～】《劇》 

私たちは 3年 3組です。奄美には古くからの伝説があり、それはドラゴンボールを 4つ集めるとどんな願いで

も叶うというものでした。彼女に振られた３人はドラゴンボールを集め、よりを戻すという願いを果たして叶え

られるのでしょうか!? 

３年４組【輝～41色で描くみんなの笑顔～】《劇》 

こんにちは！私達は、美女狩りのかんた君が様々なジブリの世界を回っていき、トラブルを解決する劇をお送

りします。トトロやポニョ、かまじぃ、個性豊かなキャラクターが登場します！ラストには衝撃的な展開が！？ 

３年５組【喜怒哀楽の想い風に乗せ、五色にきらめく輝きたれ】《劇》 

私たち、3 年 5 組は、学園ドラマごくせんをモデルにした劇をします。ハラハラドキドキのエンターテイメン

に仕上がってます。是非ご覧下さい！ 

３年６組【キラキラ青春ＨＡＲＭＯＮＹ☆☆】《劇》 

こんにちは、私達３－６は明るく、様々な行事に全力で取り組めるクラスです！この文化祭は３年生にとって

最後となるので全力で楽しんでいきましょう！ 

３年７組【坂の上の煌煌(こうこう)生】《劇》 

私たち３年７組は、絵本でよく知られているあの童話を７組風にアレンジして演じます。劇中に身の回りの物

を使ったストンプは見せどころの１つです。どうぞお楽しみ下さい。 
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＊部活動/各種委員会＊ 

書道部【書道パフォーマンス】《ステージ発表》・《教室掲示》 

こんにちは、私達書道部は、今年も文化祭のオープニングを飾ります。3 年生は、文化祭がラストパフォーマ

ンスとなります。2年生は元気よく、3年生は有終の美を飾ります!ぜひ一緒に手拍子をして盛り上がりましょう。 

放送部【朗読】《ステージ発表》 

私たち放送部は、年に 2回ある県大会への参加、各種学校行事の司会･進行などを行っています。本日は､先日

行われた県大会へ出品した番組を上映します。ぜひお聴き下さい。 

空手部《ステージ発表》 

こんにちは空手道部です。今日は昨年九州大会に出場した際の種目である団体形というのを披露します。興味

のある方は見に来て下さい。 

新体操部《ステージ発表》 

新体操部は芸術スポーツといわれ音楽と手具と体が一体になりいろいろな技をくり返していきます。個人演技

はフープとボール。団体はフープでダイナミックな投げ技が楽しめます。心に響く演技をみせることができるよ

うに頑張ります。 

吹奏楽部《ステージ発表》 

みなさん、こんにちは。吹奏楽部です。文化祭も、いよいよ終わりが近づいてきました。全体合唱前に､もっ

と会場のボルテージを上げられるように頑張ります。みんなで楽しく、盛り上がっていきましょう。 

文芸部《教室展示》 

文芸部は、例年通り文芸誌「きらめき」の販売を行います。価格は１部１００円で、３０部用意する予定です。

場所は地学実験室です。部誌の内容は、詩、短歌、俳句を中心に､小説やその他企画を用意しています。１年生

を加えた新たな文芸部をご覧下さい。 

美術部【美術の部屋】《教室展示》 

こんにちは、美術部です。美術部は体育館の垂れ幕・看板・パンフレット・ポスターなど、裏方で遅くまで部

活をして文化祭を支えています。教室展示の方では高校美術展に出品したものと、当日似顔絵も描きます。５分

程度で無料なので、皆さんぜひお立ち寄り下さい。 

茶道部【呈茶】《作法室》 

今回のお茶会のテーマは「煌」です。特別棟一階家庭科室奥にて３５０円でお茶をお出ししています。茶道に

興味がある人、お茶が飲みたい人、お菓子が食べたい人、大歓迎です。体育館入り口に作法室までの行き方を掲

示しておきます。部員１５名でおもてなしをいたします。ぜひお越し下さい。 

生物部《教室展示》 

僕達生物部は男子５人で活動しています。普段は飼っている生き物の世話をしたり、１１月にある研究発表大

会に向けて研究を進めたりしています。文化差ではハチュウ類や両生類など多様な生き物を展示しています。ふ

れ合いコーナーもあるのでぜひ見来てください。 

化学部《教室展示》 

化学部は､展示の時間に生物実験室の化学コーナーで､私達が今まで実験したものを展示したり色とりどりの

スライムづくり体験をしたりします。ぜひこの機会に化学の楽しさを味わってみませんか？ 

図書委員会【～本のふれあい～】《教室展示》 

私たち図書委員会は、本との関わりを増やすため､読み聞かせと、クイズと､古本販売をします。クイズ参加者

には、しおりをプレゼントします。買った古本は、手づくり新聞エコバックに入れてお渡しします。 

生徒保健委員会【健康教室】《教室掲示》身体測定 血圧測定 

こんにちは。保健委員会です。私たちは身体測定や視力検査、血圧測定をおこなっています。また、健康に関

する新聞の掲示もしています。ぜひこの機会に健康診断しに来てくださいね。 
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＊幕間＊ 

crony【歌＆ボイスパーカッション】(榮楓音・井上愛理・藤井瑠羽・福山祐実・師玉ゆうみ・井田かずな・ 

                  榮文之介・良山大知) 

 こんにちは crony です。私たちは歌の好きな６人と，あの有名なライフガードの２人がコラボした８人です。

初めての舞台発表ですが，心を込めて歌うのでぜひ聞いてください。 

Makalapua･leia【フラダンス】(武下萌華・吉田由加・髙藍里・若林果鈴・大野愛・山田桜花・伊藤楓華・ 

               中村美来・北郷恵理華) 

 こんにちは。私たちは３年生５人，２年生４人，計９人で結成しました。Makalapua･leia は，「美しい天使」

という意味です。楽しく笑顔で踊るをモットーに日々練習してきました。ぜひご覧ください！ 

オムライス【歌】(西加友夢・中田龍之介) 

 こんにちは。私たちは同じピアノ教室に入っていて，歌うことが好きなので，教は一緒に歌います。１人はピ

アノで弾き語りしながら，もう１人はカフォンという打楽器も使います。頑張ります。 

IM【ダンス】(福山桃子・長谷川澪・大山藍・内野透佳) 

 私たち IM は，大好きな K-POP メドレーを踊ります。知っている曲があったら，盛り上げてくれると嬉しい

です。４人で最後まで踊りきるよう頑張ります。 

BLUE PEACH【歌】(小川葵・竹園萌々子) 

 私たちは２曲発表したいと思います。１曲目は，ハナミズキ，２曲目は，ルージュの伝言という曲です。それ

ぞれ伴奏と歌を披露するので，お楽しみください。(ちなみにBLUE PEACHは，お互いの名前からとりました 笑) 

Le’a le’a【フラダンス】(中山莉李・屋舞美・栄愛花・原和花) 

 Aloha！Le’a le’a はハワイ語で「楽しい」という意味を持つ言葉です。Hula の楽しさを伝えられるよう，思い

を込めて踊ります。ハワイの楽器「ウリウリ」を使った，華やかな曲もありますので，どうぞお楽しみください！ 

Rickey’s【ダンス】(四本旭・福磨真心・里島妃那乃・橋口耶々) 

 Rickey’s はバレエを基礎に様々なジャンルを踊っています。今日は４人で精一杯，力強く踊れるよう頑張りま

す。また 8 月２６日には，私たちの通うダンススタジオの発表会があります。是非是非お越しください。 

＊有志ステージ＊ 

ハリネズミ【バンド】(村田優之心・積風我・中村哲也) 

 僕たちは３人組バンドのハリネズミです。今日は，皆さんが多分知っている曲を３曲演奏します。文化祭を盛

り上げていこうと思っているので，へたくそな演奏ですが，皆さんが盛り上がってくれるとありがたいです。 

Jellyfish【バンド】(久保紗英・満華穂・梅畑詩音・西田萌・畠来莉朱) 

 私たちは，唯一のガールズバンドとして，かわいさと華やかさのある，私たちにしかできない音楽で文化祭を

盛り上げていきます！全員初心者ですが，観客の皆さんと楽しく演奏できたらいいと思います。 

栄亜由夢【パフォーマンス】 

  詳しくは言えないのですが，来てくだされば期待は裏切らないと思います。ただ，僕がやろうとしていること

は人がいないと成り立たないものです。なので，ぜひ見に来てくださると幸いです。昼休みだからクラスの～と

か考えないでください。こっちに来なさい。 

青天井【バンド】(文拓斗・村山稜午・麓憲志郎・川口奏・千田優紀・田畑航一郎) 

 こんいちは，青天井です。正直，あまり書くことはないです。百聞は一見にしかず。というように，こんな文

など見ずに見に来てください。僕たちがバンドブームを起こします。少しでも興味が出た人は，メンバーまで！！ 

 

 

 



Ｈ３０年度 第７０回 文化祭 プログラム 

         時間              ステージ プログラム    展示 

全
員
鑑
賞 

 

        8:35・・・・・ 

 8:40   ～  8:45 （5 分） 

 8:45   ～  8:55 （10 分） 

 8:55   ～  9:05 （10 分）  

・9:05   ～ 9:20 （15 分）

9:20  ～  9:25 （5 分） 

9:25   ～  9:30 （5 分） 

・9:30   ～ 9:40 （10 分） 

 9:40   ～  9:45 （5 分） 

・9:45   ～ 9:55 （10 分） 

  9:55   ～  10:00 （5 分） 

・10:00  ～10:10 （10分） 

10:10   ～  10:15 （5 分） 

10:15  ～  10:20 （5 分） 

・10:20  ～10:30 （10分）  

10:30   ～  10:35 （5 分） 

・10:35  ～10:45 （10分） 

・・・・・・・・・生徒集合完了・・・・・・・・・・ 

・集合確認・諸集合 

・開会式 

 ・全体企画披露 

【１】書道部 

・・・・・・・・・・・・換気・・・・・・・・・・・ 

◎ 幕間 -1：『Crony』… (歌・ボイスパーカッション) 

【２】３年  ７  組   

◎ 幕間 -2：『 Makalapua･Leia 』… (フラダンス)  

【３】３年  ３ 組   

・・・・・・・・・・・・換気・・・・・・・・・・・ 

【４】３年  ４ 組  

◎ 幕間 -3：『 オムライス 』… ( 歌 ) 

・・・・・・・・・・・・換気・・・・・・・・・・・ 

【５】空手道部 

◎ 幕間 -4：『 ＩＭ 』… ( ダンス ) 

【６】新体操部 

 

 

 

 

 

廊 下 か ら 観

覧 

（９：００～） 

 
 
 

自
由
鑑
賞 

 

10:45   ～ 11:20 （35 分） 

11:25  ～ 11:40 （15 分） 

11:40  ～ 11:55 （15 分） 

11：55 ～ 12：10 （15 分） 

12:10 ～ 12:25 （15 分）  

～ 13:10 

     有志ステージ   準備  教室解錠  

（１０：51～） ① 『 ハリネズミ 』… ( バンド ) 

② 『 Jellyfish 』 …（ バンド ） 

③   栄 亜由夢  …（ パフォーマンス ） 

④ 『 青天井 』  …（ バンド ）           片付け 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

全
員
鑑
賞 

 

 

     ～  13:10・・・・・ 

・13:15 ～13:25 （10 分） 

13:25 ～ 13:30 （5 分） 

・13:30 ～13:40 （10 分） 

  13:40 ～ 13:45 （5 分） 

・13:45 ～13:55 （10 分） 

   13:55 ～ 14:00 （5 分） 

・14:00 ～14:10 （10 分） 

・14:10 ～14:20 （10 分） 

   14:20 ～ 14:25 （5 分） 

・14:25 ～14:35 （10 分） 

14:35 ～ 14:40 （5 分） 

14:40 ～ 14:45 （5 分） 

・14:45 ～15:05 （20 分） 

   15:05 ～ 15:20 （15 分） 

   15:20 ～ 15:35 （15 分） 

・・・・・・・・・生徒集合完了・・・・・・・・・・ 

【７】合唱発表 

・・・・・・・・・・・・換気・・・・・・・・・・・ 

【８】 ３年 ６ 組   

◎ 幕間 -5：『 BLUE PEACH 』…( 歌 ) 

【９】３年 １ 組   

・・・・・・・・・・・・換気・・・・・・・・・・・ 

【１０】放送部 

【１１】３年 ２ 組   

◎ 幕間 -6：『 Le’a le’a 』…( フラダンス ) 

【１２】３年 ５ 組   

◎ 幕間 -7：『 Rickey’s 』…( ダンス ) 

・・・・・・・・・・・・換気・・・・・・・・・・・ 

【１３】吹奏楽部 

・全体合唱 

・閉会式 

教室施錠 

廊下から観

覧 

（１３：10～） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観覧終了 

（１５：００） 



本館４階
1年２組 1年1組

北教室棟 １－２展示 １－１展示
北４Ａ 1年4組 1年3組

１－４展示 １－３展示

南４A 1年5組 1年6組
職員展示 １－５展示 １－６展示
展示 1年7組 南４B

南教室棟 １－７展示 書道部
展示

本館３階
2年1組 北３B

北教室棟 ２－１展示 図書委２
北３A 2年3組 2年２組 読み聞かせ
保健委 ２－３展示 ２－２展示 地学実験室
検査・測定 文芸部・図書委

展示・販売
地学講義室

生徒会室 2年4組 2年５組 ＳＴ・家庭科学習

２－４展示 ２ー５展示 展示
2年6組 南３

南教室棟 ２－６展示 美術部
展示

本館２階
3年1組ＨＲ 北２

北教室棟
3年4組ＨＲ 3年3組ＨＲ 3年2組ＨＲ

物理実験室

物理講義室
南２Ａ 3年5組ＨＲ 3年6組ＨＲ

3年7組ＨＲ 南２Ｂ
南教室棟

その他 本館１階
団体名
全体制作展示
2-2屋外展示 生物実験室

生物部・化学部

１年昼食場所 展示
２年昼食場所 コミュニティルーム

３年昼食場所
一般昼食場所

団体名
生物部・化学部

茶道部

7

作法室

理
科
棟

理
科
棟

Ｈ３０年度　第７０回　文化祭　教室配置図

場所

理
科
棟

中庭管理棟

中庭管理棟

中庭管理棟

各教室廊下

１～４被服実習室・５～７化学実験室

体育館→武道館道路右手の砂地

和親館１階郷土学習室

場所
生物実験室

１～３視聴覚室・４～６地歴公民室

各ＨＲ


