
●　文化祭日程（舞台発表プログラム）

時刻 時間(分)

8:40 10

1 生徒会オープニング 8:50 5

2 吹奏楽部 8:55 25

3 ２－１ 9:20 15

4 生徒会① 9:35 5

5 TEENS（有志） 9:40 15

6 JAM（有志） 9:55 10

10:05 10

7 書道選択 10:15 20

8 HONDA 10:35 20

10:55 5

9 軽音１年 13:20

10 軽音２年 13:40 20

11 カフェラテ（有志） 14:00 15

12 職員生徒バンド（有志）14:15 10

14:25 10

13 A-TEEN（有志） 14:35 15

14 生徒会② 14:50 5

15 A3 14:55 20

16 生徒会③ 15:15 5

15:20 10

撤去・清掃 15:30 30
終礼 16:00

団体名 内容

午
前

開会式

オープニングPV

吹奏楽演奏

映像

ビデオメッセージ①

ダンス

ダンス

休憩

書道パフォーマンス

種子島高校×クリープハイプMV

※南日本新聞社の取材，HONDAによる撮影やMVに関するｲﾝﾀﾋﾞｭｰ取材（午前の部終了後）が予定されています。

午
後

バンド演奏

バンド演奏

バンド演奏

休憩

ダンス

閉会式 成績発表，表彰式，講評

諸連絡

ビデオメッセージ②

ダンス＆映像

展示閲覧　11:00～13:30

バザー　 　11:15～13:00
生産物販売

10:30～12:30



１年１組（展示） １年２組（展示） 生物生産科１年（バザー） 電気科１年（展示）
私達は、主にダンボールを使いジ
ブリのシーンを教室の中に作りまし
た。教室の前方には「トトロ」をテー
マとしあの乗り物に入れるように
なっています。また、後方には「魔
女の宅急便」をテーマとし夜の町を
立体的に作り出しました。教室の中
には他にもジブリのキャラクターが
どこかにいるかも！ぜひ、１－１に
見に来てください。

私達一年二組の作品は、超巨大バ
ルーンアートやリアルなトリックアー
ト、立体的なアイアンマンや黒板を
大変身させ、外まで」使った、インス
タ映え間違いないものばかり。どん
な男子でも！女子でも！友だちで
も！カップルでも！平成最後の大
切な大切な思い出の一枚を一年二
組でぜひ撮って下さい。きっと素晴
らしい写真になるはず！お待ちして
います。

私達のクラスは、１０クラスで唯一
のバザーをします。ポテトやフレン
チトースト、またパンの耳も余さず
にお菓子として売っています。教室
は｢生物･生産」らしさを出した飾り
がされており、バザーで買った後は
ぜひ教室で食事を楽しんで行ってく
ださい。

僕達E-1は、電飾や配線という電気
科らしいものを使ってプラネタリウ
ムとイルミネーションを作りました。
ダンボールを黒く塗り教室を暗くし
て、壁にはイルミネーション、中央
にはプラネタリウムという配置で来
ていただく人たちが最初から最後ま
で楽しんでいただけるようにしまし
た。ぜひ、電気科実習室までお越し
下さい。

２年１組（展示・ステージ） ２年２組(展示） 生物生産科２年（展示） 電気科２年（展示）
私達２年１組は、２つの班に分かれ
てインスタ映えスポットとゲーム
コーナーの展示をします。そして、
種子島高校を舞台に製作され、話
題となったクリームハイプのゆっくり
行こうのミュージックビデオをクラス
全員で協力して再現してみました。
ぜひお楽しみ下さい。

私達２年２組はディズニーランドに
負けないIt's a small woreldの世界
をつくりました。勉強に追われてい
る方、部活、塾が忙しくて時間に余
裕がない方、ディズニーランドに
行ったことがない方はぜひ夢の国
に足を運んでみたらどうでしょうか。

2-Aは、ディズニーをお題として、ツ
ムツムとニモとモンスターズインク
に分かれて展示をします。かわい
いインスタ映えスポットなどもある
ので記念に１枚写真を撮ってみて
下さい。男子が作成したバルーン
アートもぜひご覧下さい。

私達E2は、ステンドグラスを展示し
ています。ステンドグラスは、とても
綺麗で落ち着きのある雰囲気に
なっているとおもうので、ぜひE2に
見に来て下さい！！！！！！！

生物生産科３年（ステージ）  電気科３年(展示） 家庭クラブ(バザー) 書道選択（ステージ・展示）
私達は、一昨年、去年と続き奨励
賞という素晴らしい賞をいただきま
した。今年は３年生にとって最後の
文化祭となるので、全員で団結して
１人１人が輝ける文化祭にしたいで
す。

私達E3は、毎年してきた「お化け屋
敷」をすることになりました。今まで
の経験を生かしてこれまでにない
恐怖を味わえるよう、１人１人の知
恵をしぼって完成させました。ま
た、今年は細かいところまで丁寧に
作業し、場所の変更もあってルート
が変わっています。私達の｢お化け
屋敷～THE FINAL]ぜひ、来て下さ
い。

皆さんこんにちは！家庭クラブで
す！だんだん冬に近づく１１月…
…。そんな寒い時期に、あったか～
いぜんざいと炊き込みご飯はいか
がですか？？家庭クラブでは、ぜ
んざい１５０円、炊き込みご飯２５０
円で販売しています。小豆たっぷり
のぜんざいと材料たっぷりの炊き
込みご飯はとってもおいしいです
よー！販売場所は調理室１で
す！！待ってまーす！！

昨年同様でっかい筆で、でっかい
紙に、でっかい文字書きます。ま
た、選択室１にて、表札・篆刻・半
紙の作品も展示しています。ぜひ、
ご覧下さい。

図書委員会（展示） 保健委員会（展示） 美術部(展示） 写真部（展示）
図書委員会では、図書室で様々な
イベントをしております。本のしおり
やブックカバーを作る体験コーナー
やクイズ・古本市もしておりますの
で興味のある方はぜひ足を運んで
みて下さい。

保健委員会では、ストレスチェック
のアンケートをもとに、高校生のス
トレスが、身体、不安、集中力のど
こに出ているか。またストレスを普
段どのように対処しているかについ
てまとめました。当日はストレス解
消法として、女子がハンドマッサー
ジ、男子がタッチケアを希望者に実
施しますので是非体験してみて下
さい。

美術部と美術選択者の作品を武道
館に展示しております。美術部は
以前行われた南日本ジュニア展の
作品を展示しており、美術選択者
は１年生から３年生のそれぞれの
科の作品を展示しております。どれ
も個性あふれる素晴らしい作品ば
かりなので、ぜひ武道館に足を運
んで下さい。

　我々、写真部は武道館で展示を
しております。各先生がたの顔写
真と我々が考えた紹介文が展示さ
れています。また、文化祭など大き
行事の撮影を行っています。カメラ
を持っている生徒を見かけましたら
頑張れなどお声かけしてくださると
ありがたいです。決して放送部と間
違えないでください。よろしくお願い
します。

電気科（展示） 吹奏楽部(ステージ） 軽音楽部１年（ステージ） 軽音楽部２年（ステージ）
　電気科では「ものづくりコンテス
ト」という県下の工業系の生徒が競
技する大会に，電気工事部門で毎
年参加しています。そこで実際に競
技する約4分の1の大きさのミニチュ
ア版を展示しました。また、第一種
電気工事士の技能試験問題を展
示しました。
　家庭で使い慣れている照明器具
が案外複雑に配線されています。
是非ご覧下さい。

私達吹奏楽部は、現在顧問の今村
先生、副顧問の栗栖先生、高石先
生のご指導のもと、少ない人数でも
力強いサウンドをかなでられるよ
う、日々の練習に励んでいます。今
回は、先生方などにご協力いただ
き、皆さんを楽しませられるようが
んばります。もし興味がわいたら、
気軽に音楽室へ足を運んでくださ
い。

リーラは１年生で結成されたバンド
で、現在メンバーは４人しかいませ
ん。ですが、メンバーは初心者なが
らも１人１人練習を頑張っていま
す。私達は人前で演奏するのが２
回目なので間違ってしまうかもしれ
ませんが、温かい目で見守って下
さい。

私達軽音部２年生バンド「emu]で
す。顧問の江﨑先生、副顧問の上
野先生のご指導のもと現在６名で
活動しています。文化祭ではもちろ
んのこと、各地域でのお祭りや行
事、総文祭などにも参加させて頂
いています。もし見かけることがあ
りましたら、一緒に手拍子などして
楽しんでもらえたら嬉しいです。こ
れからも応援よろしくお願いしま
す。

PTA（バザー） 生徒会（ステージ） Honda（ステージ）
　今年もＰＴＡ総務部は，食物バ
ザーで「うどん」を販売いたします。
毎年おいしいと好評です。皆さんに
喜んでいただけるよう愛情いっぱい
込めて頑張って作ります。皆様，是
非たくさん食べに来て下さい！

第１３期生生徒会では、３年生の先
輩方と関わりのある先生方から、
先輩方に向けてメッセージを頂いて
きました。また、今日の文化祭向け
て皆さんがアイデアを出し合い、一
致団結し準備を進めている様子も
撮影してきました。素敵な作品とな
りましたので、楽しんで頂けると嬉
しいです。どうぞご覧下さい。

2018年。スーパーカブは60周年を
迎えることができました。これも全
て、皆さまに支えられえてきたから
こそ。
この節目に、そしてカブと大変縁の
ある皆さまに、感謝の意を込めて
Music Videoを作りました。本編で
は載せきれなかった皆さんのキラ
キラとした青春とあわせて、本日は
上映したいと思います。



生徒会室

←通用門 本部

３Ｆ

２Ｆ
（選択室D）

昼食場所
２F

１F

玄関

　

２F

１F

文化祭 展示およびバザー会場

（中庭）
駐車場

（機械工作実習室）
E１

【展示】

電気科棟　

生物生産科校舎（バイオ）
教室表示の見方

（使用教室）
展示団体名
【展示】

生物生産科校舎（加工室）

電気科実習棟

廊下

廊
下

廊下

（A－２）
昼食場所

（A－３）
昼食場所

家庭科
準備室

（第１調理室）
家庭クラブ・A１
【調理・販売】

１F

　
　
　
階
段

歴史資料室

保健室

（E－１）
２－２

【展示】

１Ｆ
図書室

図書委員会
【展示】

（A－１）
昼食場所

←正門

【

管
理
棟
】

（第２調理室）
PTA

【調理・販売】

【

教
室
棟
】

３―１ ３―２ 選択室３

　
　
　
　
　
　
　
階
段

（２―１）
２－１

【展示】

（１－１）
１－１

【展示】

（１―２）
１－２

【展示】

（選択室１）
書道選択者
【展示】

部　室

（２―２）
２－１

【展示】
選択室２

　
（E－３）

A２
【展示】

（E－２）
E２

【展示】

芸術棟

（武道館）
美術部・写真部

［展示］

体育館
特別教室棟

（中庭）
駐車場

廊
下

廊下

廊
下

（電気工作実習室）
電気科

【展示】

当
日
は
歩
道

（
車
両
進
入
禁
止
）

ビニール
ハウス

生物生産科校舎（職員室） 車庫

準
備
室

（大講義室）
E３

【展示】
書道室

温室

入口

展示観覧 １１：００～１３：3０

バザーー １１：１５～１３：００
販売（売切れ次第終了） １０：３０～１２：３０

※食物バザー 食事場所（ゴミ箱は廊下に設置）

廊下

【草花販売】

管理棟

車道 車道

炊き込みご飯
ぜんざい

※食物バザー 食事場所

（ゴミ箱は廊下に設置）

バザー食券販売 11時～
生徒会室付近にて

トイレ

各階に
トイレ
あります

１・２ 階トイレ

保健委員会
【展示・実演】

タッチケア
ハンドマッサージ

【肉用牛・植バ・
加工販売】

【野菜販売】

うどん フレンチトースト
フライドポテト

パンミミチュロス

温室 温室

１－２

【展示】

立
入
禁
止


