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友と織りなす安陵の伝統 時代の黎明を照らす炎となれ 
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＊校長あいさつ＊ 校長 竹井 俊久 

本日は大高文化祭へお越しいただきありがとうございます。 

ご家族・地域の方々が楽しみにしてこられた文化祭がいよいよ始まります。 

今年のテーマは｢燎｣です。この 1 文字には，｢記念すべき『令和元年』の年に，安陵の地に集まった仲間達が

団結し互いの個性の糸を織り上げていこう｣という生徒の思いが込められています。生徒達は実行委員会を中心

に連日厳しくも楽しい練習や準備に取り組んできました。趣向を凝らした各クラスの展示，ステージでの劇やダ

ンス，バンド演奏など，どれもこれも見応え，聞き応えたっぷりな物ばかりです。 

生徒たちは張り切って今日の日を迎えました。梅雨空を吹き飛ばす勢いで頑張りますので，どうぞその｢青春

の姿｣をお楽しみ下さい。 

＊文化祭実行委員長あいさつ＊ 3年１組 森 悠里 

本日は，大島高校文化祭にお越しいただき誠にありがとうございます。私たち実行委員は昨年度の三月から文化

祭に向けて準備をしてきました。全校生徒が部活に勉強に忙しい中，協力し合いながら形にしたそれぞれのクラ

スの発表，展示はどれもすばらしい物となっています!この安陵の地で大高生によって生み出された青春の１ペー

ジにみなさんも心躍ることでしょう!!Let’s enjoy every moments!♡ 

 

＊生徒会長挨拶＊ ３年５組 金城 海葵 

今年度の生徒会統一テーマは燎です。新しい時代を明るく照らすという意味です。五月には元号が平成から令

和へと変わり，大高も新しい時代に伝統を繋ぎ，新しい伝統を創っていけるように頑張ります。今日の文化祭の

ために，放課後や土日などを使って忙しい中準備をしてきました。その活動の中でクラスの団結が良くなり，大

島高校の未来も明るく照らされていることでしょう。今日は，舞台発表や有志発表など，たくさん楽しんで最高

の文化祭にしましょう。 

＊生徒会統一テーマ＊ 

燎
か が り び

 
全体企画１＊（全校生徒による作品制作）「～燎～モビール」 

 今年も生徒会テーマにそって全校生徒で制作をしました。南４Ａ教室に，風で揺らめくモビール作品を展示して

あります。作品では，私たち生徒 1 人 1人の将来の夢や目標を照らし出す『炎』の光を～燎～モビールで表現して

います。今回の全体制作では，それぞれが抱いている“夢・希望・未来の目標”を短冊の中に記しています。明る

い燎に照らし出されながら，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。 

 

 

 

友と織りなす安陵の伝統 

時代の黎明を照らす炎
ほむら

となれ 
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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《トリックアート展示》｢１～１青春｣ 

私たち 1 年１組は，｢教室｣をテーマに巨大アートを制作しました。１年１組にある物たちが大きくなっちゃっ

た!?まるで自分が小人になってしまったような不思議な世界へぜひ来てください!! 

１年２組《バカッコイイ動画》「令和をともす１年２組」 

私たち１年２組は，一瞬のカッコイイのためだけにたくさんの年月をかけ，この日のために準備をしてきまし

た。みんなで取り組む行事なので楽しく仲良く元気にワッショイできました。ぜひ１の２に寄ってくれよな! 

１年３組《フォトフレーム販売》「咲き誇る ３組の笑顔の花束」 

私たち１年３組は，フォトフレーム販売をします。３７人１人１人が手づくりで作ったフォトフレームですの

で，ぜひ見に来て下さい! 

１年４組《ピタゴラスイッチ》「＃燎」 

私たち１年４組はピタゴラスイッチをします。割り箸だけでつくり，とても見応えがあり，スタートからゴー

ルまで楽しむことができます。とても細かくてすごいピタゴラスイッチができているので，是非１年４組に来て

ください。 

１年５組《本の世界を表現》「勇と愉快なイチゴたち」 

私たち１年５組は，｢勇と愉快なイチゴたち｣をテーマに絵本の世界を作り上げました。小さな子から大人の方

まで楽しめる展示となっています。あそびに来てください。 

１年６組《バルーンアート展示》「激しく燃やせ!!～若き青春の炎」 

私たちの文化祭のテーマは，「激しく燃やせ!!若い青春の炎」です。１年６組は明るく個性的で，笑顔の絶えな

いクラスです。私たちにとって初めての文化祭は，教室を“空飛ぶ家’’風に風船で飾ってみました。楽しい空間と

なっているので，ぜひ立ち寄ってみて下さい!! 

1年７組《体験型展示》「道場破り！！」 

私達のクラスでは｢道場破り｣をテーマに様々なミニゲームでクラス最強の人を決め，その人を｢師匠｣と見立て

てクラスに来てくれた方々にミニゲームで｢道場破り｣をしていただきます。みなさんが楽しめるような企画を用

意していますので，ぜひお越しください。 
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２年１組《２－１殺人事件～謎解きゲーム～》「それいけ！！２－１ファンタジー」 

私たち２年１組は，私たち自身を舞台とした殺人事件の謎解きゲームを実施!!２年１組で殺されてしまったの

は，なんと担任の川元先生!?一体誰が殺したのか!?そしてその動機とは?クロスする人間関係･･･。事件の背後に

は黒幕が!?大高で１番ミステリーな舞台をあなたに･･･ 

２年２組《サンド･モザイクアート》「太陽～ティダ～」 

私たち２年２組は，サンドアートとモザイクアートをメインとした展示になっています。内容についてはまだ

内緒ですが，子供からお年寄りまで楽しめます。ぜひ来てください! 

２年３組《バルーンアート・作品販売》「イッツ・スナチャン・ワールド」 

こんにちは。２年３組です。私たちは，男子２０名，女子１８名の計３８名で楽しく毎日を過ごしています。

私たちのクラスは，夢の国をイメージしたバルーンアートと石けんづくりをします。こだわって作っていますの

で，ぜひ見に来て下さい。 

２年４組《フォトスポット展示》「おもしろく，ユーモアで世界一」 

こんにちは。２年４組です。私たちは男子１９名，女子１８名の計３７名で毎日元気よく笑顔溢れる日々を過

ごしています。私たちのクラスは，ミニオンと記念写真を撮れる写真スポットを作りました。思い出作りに私た

ちの教室で写真を撮ってみてはどうですか? 

２年５組《展示：スタジオジブリの世界》「太陽のような２５２５笑顔で」 

こんにちは！２年５組です！私たち２年５組は「太陽のような２５２５笑顔」のモットーのもと，全員で楽し

く展示物を作ってきました。誰もが知っているあの世界を忠実に表現しています。様々な工夫を用いて作ったの

で，是非みなさまいらしてください！待っています! 

２年６組《展示：ディズニーの世界》「ディスティニーランド」 

私たち２年６組は，テーマ，ディスティニーランドのもと不思議の国のアリスやプーさんなど，ディズニーに

出てくるキャラクターで世界観をつくり，小さい子から大人まで幅広い人が楽しめる写真スポットをつくりまし

た。是非立ち寄ってみてください。 

２年７組《アロマキャンドル・ステッカー・キーホルダー販売販売》 

「World of vegetables and fruits～太陽の光に照らされて～」 

１人１人の個性を生かしつつ，２-７が幻想的に大変身!私たちはありのままでもすばらしい素質を持っている

が，様々な場面で活躍するとさらに輝ける。あなたはここで，内に秘められた特別な力を見つけられるかもしれ

ない。ぜひ一度足を運んでみて下さい。 

＊３年ステージ部門＊ 

３年１組【たいちくんのはじめてのおつかい】《劇》 

私たち３年１組は，Ｍｒ東を筆頭に文武両道を目指して，毎日楽しく生活しています。今日の劇は，｢初めて

のおつかい｣と題して，人との関わりの中で人間に成長できるという感動秘話をお届けします。どうぞ，ご覧下

さい。 

３年２組【白雪姫】《劇》 

ある所に，１つの王国がありました。その王国には，かわいすぎる姫と，その義母がいました。義母は，何で

も１番に固執していたので，姫を眠らせてしまいました。姫が眠らされたことを知った小人たちは姫を眠りから

冷ますためにとあるミッションに挑戦します。 

３年３組【This is me】《ミュージカル》 

ある日団員たちに見放され，１人になってしまったサーカス団団長。仲間を失い，途方に暮れていた団長は，

ある人たちとの出会いをきっかけに，新たなサーカス団として再出発を遂げていく。お互いの偏見と向き合い成

長する人々。そんなミュージカル劇をご覧下さい。 
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３年４組【走れきよし】《劇》 

私たち３年４組は，あの有名な｢走れメロス｣の物語を元に，自分達なりにアレンジを加え，｢走れきよし｣とい

う劇をします。主人公のきよしが仲間たちと共に様々な壁に立ち向かう姿を通して仲間と大切さを伝えたいと思

います。ぜひ楽しんでご覧下さい。 

３年５組【One for all,all for one.】《劇》 

私たち３年５組は，個性豊かで男女仲良くてわいわい明るいクラスです。野間口先生と有村先生と３５人で毎

日楽しく平和に過ごしています。今日は全員で５組らしい活気のあふれた最高のステージをお届けします! 

３年６組【“爆発させます僕らの燎”】《映像・演奏・ダンス》 

私たち３年６組は，みんなでたくさんの意見を出し合いながら，これまでの文化祭のイメージを覆すようなス

テージを作り上げてきました。大高の文化祭に新たな歴史を刻むべく，前代未聞のステージをお楽しみ下さい。 

＊部活動/各種委員会/その他＊ 

書道部【書道パフォーマンス】《ステージ発表》 

こんにちは，書道部です。この文化祭で３年生は最後のパフォーマンスになります。文化祭のオープニングに

ふさわしい迫力のあるパフォーマンスをお届けします♡みなさん温かい目で，そして楽しんでいただけると嬉し

いです。 

空手部《ステージ発表》 

こんにちは，空手道部です。私たちは昨年度南九州地区の代表として全国高等学校空手道選抜大会に出場させ

ていただきました。その時に披露した形をご覧下さい。 

新体操部《ステージ発表》 

新体操に近づきづらいイメージのあるそこのあなた！新体操は曲に合わせて体とリボンなどを使い表現する

スポーツで，誰でもすることができます。毎日のストレッチで体は柔らかく，姿勢はきれいになります。それで

は私たちの全身の表現を是非楽しんでください！ 

ダンス同好会《ステージ発表》 

「尊尊我無～君の哀いに我は泣き，君の喜びに我は舞う～」この作品は先日行われた県総体で披露した作品です。 

”大人になるため，島人の私たちに必ずやってくるこの時期。いつまでも貴方を想う”部員１７名，それぞれの想

いを４分間の演技で表現します。 

吹奏楽部《ステージ発表》 

こんにちは！吹奏楽部です。吹奏楽部は３年生７名，２年生１４名，１年生１５名の計３６名で活動していま

す。今日は全校生徒で創り上げる数少ないイベントの１つです。”最高の文化祭”にしていきましょう。今日は”

史上最高”のテキーラジャンプでお願いします。 

音楽選択者《ステージ発表》 

今回歌う曲は，ＹＵＩ作詞・作曲の「ｆｉｇｈｔ」。１・２年生音楽選択者１８４名が歌詞にそれぞれの思い

をのせて力強く歌い上げます。ストレートなメッセージと前向きな気持ちにさせてくれる爽やかなメロディーを

お楽しみ下さい。 

文芸部《教室展示》 

私たち文芸部は部員全員で作成した部誌を販売します。まだまだ未熟な私たちですが私たちなりの，「きらめ

き」をつめこみました。１冊１００円で販売しています。あなたの友達の作品も載っているかも・・・？ぜひお

気軽にお立ち寄り下さい。 

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，毎年恒例の似顔絵ブースと作品の展示をします!似顔絵は無料で開催され

ていますのでちょっとでも気になったら２-７横，南３教室に来ていただけると嬉しいです! 

似顔絵の目安は５-１０分です。作品の方もどうぞご覧下さい。 
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書道部《教室展示》 

隷書・造像・行書などみなさんが初めて見る書体があるかもしれません。書道に触れる良い経験になると思い

ます！ぜひみなさんお越し下さい。 

 

茶道部【呈茶】《作法室》 

こんにちは，茶道部です。私たちは，月・火・水・木の週に３日，部員６名で「和敬静寂」をモットーに活動

しています。本日の大島高校文化祭では，作法室でお茶席を開きます。興味がある方は，ぜひいらしてください。 

生物部《教室展示》 

理科棟１階，生物実験室で生物展示を行っています。奄美大島に生息する多種多様な生物を観察することがで

きます。生物部が飼育している生体を展示するので，部員から直接，その生物の魅力を聞けます。ぜひ，見に来

てください。 

化学部《教室展示》 

今回，私たち化学部は，小さい子ども達から年配の方が｢なんで？こうなるの?｣とあっと驚くような実験，展

示をする予定です。ぜひ一緒に化学の面白さについて学びませんか? 

図書委員会【～本のふれあい～】《教室展示》 

私たち図書委員会は「雨の日も楽しめる読書」といういぇーマのもと，雨の日にオススメの本の紹介と読み聞

かせを行います！雨の日は退屈でやりたい事ができずに暇な時間を過ごしている貴方！足を運ぶだけで本との

新しい出会いが待っています！是非北４Ａまで！ 

生徒保健委員会【健康教室】《教室掲示》身体測定 血圧測定 

私たち保健委員会は，身体測定や視力検査，血液測定に加えて，歯と口の健康について展示発表を行っていま

す。歯は健康のバロメーターと言われ，健康維持のために重要な役割を担っています。ぜひこの機会に歯と口の

健康を学び健康長寿を目指してみませんか。 

３年国語科《自作品販売》 

「すみっこちゃん・カクロウ」缶マグネット販売 

あなたのお家の冷蔵庫に３年国語科のマスコットがくっつきます。昼食時，管理棟ピロティ（脱靴場前）にて１

個９０円で販売！！先生方，大切なプリント，おさえますよ。 

２学年《１日遠足展示》 

 ２学年では，４月２６日に１日遠足を行いました。今年のテーマは「名瀬まち歩き」。班ごとに思い思いの場

所を歩いて回り，気になったことをポスターにまとめました。力作・佳作から果ては迷作まで，バラエティ豊か

な展示を，ぜひご覧ください。 

家庭クラブ《ホームプロジェクト展示》 

私たち家庭クラブは，昨年第 67 回家庭クラブ研究発表大会があり，奨励賞とクラブ員賞の２冠をとってきま

した。1 年生の作品は，家族のために何ができるか？というのがテーマです。あなたも家族のために何ができる

のか考えましょう。是非，１階地学講義室まで！！ 
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＊幕間＊ 

オフサイド【漫才】(酒匂 隆成・田畑 旭・藤江 陽生・柳 颯真) 

僕たちオフサイド４人は，この日のために昼休み，勉強時間を惜しみ汗と涙を流しながら練習を頑張ってきま

した。オーナー大瀬君を中心にネタを考えこれまでにない物ができあがりました。絶対笑わせるのでどうか期待

の目でご覧下さい。 

Ｆｏｒｅｓｔ Ｇａｍｐ【歌唱】(藤田 彩友・中田 翔也・池島 翔輝) 

Ｆｏｒｅｓｔ Ｇａｍｐです。 

このグループ名には一期一会という意味が込められています。今日は２人でＣ＆Ｋさんのみかんハートを歌い

ます。誰か一人の心にでも届いたら嬉しいです。 

ペニペニ【バンド】(村田 優之心・中田 大心) 

ペニペニペピョニョピョニョポ。皆さんこれが読めますか？これが読めなくてどうしようかと思い，省略した

のがペニペニです。今日はみんなが知っている曲をするので，手拍子などで盛り上がってくれたら嬉しいです。 

Hauoli leilani【フラダンス】(髙 藍里・若林 果鈴・亀澤 美海・勝田 ゆわ・大山 藍・内野 透佳・ 

満 華穂・登島 凜・山下 花梨・嘉納 羽乃香・伊藤 楓華) 

 こんにちは！！私たちのグループ名である“Hauoli Leilani”はハワイの言葉で「幸せな美しい花たち」とい

う意味が込められています。今日は，笑顔と元気いっぱいなフラダンス大好きな 10 人が幸せな花を咲かせます！ 

Le’a le’a【フラダンス】（屋 舞美・栄 愛花・阿多 葉菜陽・里 玲良・原 和花） 

こんにちは!レアレアです。私たちはソフィスティケイティッドフラ，ハノハノハイクの２曲を踊らせていただ

きます。また宣伝になりますが６月３０日午後一時３０分よりフラカオスタジオの発表会があります。高校生以

下は自由席無料です。是非お越し下さい。 

Rickey’s【ダンス】(福摩 真心・里島 妃那乃・橋口 耶々) 

こんにちは，Rickey’s です。私たちは踊りの基礎となるバレエを中心に，ジャズ，モダン，ヒップホップ，タ

ップなどあらゆるジャンルの踊りを踊っています。本日披露するのは，ヒップホップです。お楽しみ下さい。 

重信 伊織【ピアノ演奏】(重信 伊織) 

こんにちは。今回演奏する曲はドラマ「コウノドリ」の劇中で使用されていた「Ｃａｎｄｌｅ」です。どうぞ

お聴きください。 

Pheenix【ダンス】(重田 結妃・前島 妃那) 

こんにちは，私たちはフェニックスです。今回私たちは”サムサラ”という曲をメインにダンスを創作しました。

私たちのグループ名フェニックスは伝説上の霊鳥で美しい羽をもち，美しい声で鳴きます。今回そのフェニック

スのように，美しく羽をもったように踊ります。 
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＊有志ステージ＊ 

泉 直希【ソロドラム演奏】(泉 直希) 

 こんにちは，３年の泉直希です。 

 今回初めて有志に出て初めてソロドラムをします。初めてがいろいろありますが，最後の文化祭なのでみんな

が楽しめるようにしっかり盛り上げたいと思います。演奏中にみなさんに手拍子などお願いしようと思っている

ので，協力してくれるとありがたいです。よろしくお願いします。 

Anglais【バンド】(積 風我・平田 栄之介・栗栖 宏行・本中 美鈴・箕輪 千里) 

 昨年６月に結成し，今回が大高初Ａｎｇｌａｉｓです。 

前を向いて演奏することを目標に音楽を楽しんでいます。令和初めての文化祭，私たちの演奏が皆さんに楽し

みを与えられたら幸いです。お昼休み，体育館でお待ちしております。ぜひお越し下さい。 

青天井【バンド】(文 拓斗・田畑 航一郎・川口 奏・千田 優紀・麓 憲志郎) 

 こんにちは，青天井です。正直，あまり書くことは無いです。百聞は一見にしかず，というようにこんな文な

ど見ずに見に来て下さい。僕達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！ 

ＫＩＬＩＧ【バンド】(重原 日和・久保 紗英) 

ＫＩＬＩＧとはフィリピンのタガログ語で「お腹の中に蝶が舞っているような気分」という意味です。私たち

の歌で皆さんがＫＩＬＩＧになってくれたら嬉しいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和元年度 第７１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 

 

8:25・・・・・ 

8:25 ～ 8:30 （5 分） 

8:30 ～ 9:00 （30 分） 

9:00 ～ 9:05 （5 分） 換気 

9:05 ～ 9:15 （10 分） 

9:15 ～ 9:20 （5 分） 換気 

9:20 ～ 9:30 （10 分） 

9:30 ～ 9:35 （5 分） 換気 

9:35 ～ 9:45 （10 分） 

9:45 ～ 9:50 （5 分） 換気 

9:50 ～10:00 （10 分） 

10:00 ～10:06 （6 分） 

10:06 ～10:21 （15 分） 

10:21 ～10:26 （5 分） 換気 

・・・・・・・・・生徒集合完了・・・・・・・・・・ 

・集合確認・諸集合 

開会式・【１】書道部  

◎幕間 -1：『 Pheenix 』 (ダンス) 

【２】３年４組  

◎幕間 -2『Hauoli leilani』(フラダンス) 

【３】 ３年１組  

◎幕間 -3：『 オフサイド 』(漫才)  

【４】３年２組   

◎幕間 -4：『Rickey’s 』(ダンス) 

【５】空手道部 型の実演   

【６】ダンス同好会   

【７】新体操部 演舞  

・・・・・・・・・  換気  ・・・・・・・・・・ 

 

 

 

 

 

廊 下 か ら 観

覧 

（９：００～） 

 
 
 

自
由
鑑
賞 

 

 

10:30 ～10:45 （15 分） 

10:50 ～11:05 （15 分） 

11:10 ～11:25 （15 分） 

11:25 ～11:45 （15 分） 

     有志ステージ   準備  教室解錠  

（１０：５１～） ① 『泉 直希』 (ドラムソロ演奏) 

② 『KILIG』  （ バンド ） 

③ 『Anglais』 （ バンド ） 

④ 『青天井』  （ バンド ）              片付け 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

全
員
鑑
賞 

 

 

13:25・・・・・・・・・・ 

13:30 ～13:40 （10 分） 

13:40 ～13:45 （5 分） 換気 

13:45 ～13:55 （10 分） 

13:55 ～14:00 （5 分） 換気 

14:00 ～14:05 （5 分） 換気 

14:05 ～14:15 （10 分） 

14:15 ～14:20 （5 分）換気 

14:20 ～14:30 （10 分） 

14:30 ～14:35 （5 分） 

14:35 ～14:55 （20 分） 

14:55 ～15:00 （5 分） 換気 

15:00 ～15:10 （10 分） 

15:10 ～15:20 （10 分） 

・・・・・・・・・生徒集合完了・・・・・・・・・・ 

【８】音楽選択者 合唱発表  

MCフリートーク・換気 

【９】３年６組  

幕間 -5：『Forest Gamp』(歌) 

幕間 -6：『ペニペニ』(バンド) 

【１０】３年３組  

幕間 -7：『Le’a Le’a』(フラダンス) 

【１１】３年５組  

幕間 -8：『重信 伊織』(ピアノ演奏) 

【１３】吹奏楽部  

・・・・＜＜隊形転換，全体合唱へ＞＞・・・・ 

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） 

 

                         ８ 



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
図書委員展示 １－４展示 １－３販売
文芸部展示

南４A 1年5組 1年6組
合同制作 １－５展示 １－６展示
展示 1年7組 南４B

南教室棟 １－７展示 １－７展示

本館３階
2年1組 北３教室

北教室棟 ２－1展示 保健委
2年4組 2年3組 2年2組 検査・測定
２－４展示 ２－３展示 ２－２展示 地学実験室

販売 ２年
遠足街歩き展示
地学講義室

生徒会室 2年5組 2年6組 家庭科学習
２－５展示 ２ー６展示 展示

2年7組 南３教室
南教室棟 ２－７販売 美術部

展示・似顔絵

本館２階
3年1組ＨＲ 北２B

北教室棟
北２A 3年3組ＨＲ 3年2組ＨＲ
書道部 物理実験室
展示

物理講義室
南２Ａ 3年4組HR 3年5組ＨＲ

3年6組ＨＲ 南２Ｂ
南教室棟

本館1階
多目的室 保健室

北教室棟
生徒指導室 トレーニングルーム 教育相談室２

生物実験室

★北棟階段横廊下
★南棟階段横廊下 生物講義室
休養室 進路資料閲覧室 進路室

購買部 コミュニケーションルーム

南教室棟

その他
団体名 和親館1階
全体制作展示
国語科販売

１年昼食場所
２年昼食場所
３年昼食場所
一般昼食場所

団体名
生物部・化学部
茶道部
★の箇所は関係者以外，立ち入り禁止区域とします。（体育館２階通路への入口も立ち入り禁止）
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R1年度　第７1回　文化祭　教室配置図

場所

中庭管理棟

中庭管理棟

管理棟

管理棟

中庭

★北棟への通路

★南棟への通路

★コミュニケーションルー
ムへの通路

★和親館への
渡り廊下

理
科
棟

理
科
棟

作法室（特別教室棟1階）

南４A

１～４被服実習室・５～７化学実験室

管理棟事務室前ピロティ

和親館１階郷土学習室

場所
生物実験室

★保健室への通路
生物部・化学部
展示

１～４視聴覚室・５～７地歴公民室

各ＨＲ

理
科
棟

家庭科総合
実習室

郷土学習室
（昼食会場）

大高美術館

★ロビー奥階段前立ち入り禁止

中庭


