
第３９回飛翔祭 ☆クラス発表内容                                       ８／２１ 

 演目名 内 容 

１
年
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス 

１組 CMネットワーク 
皆の知っている CMソングを取り入れたダンスメドレーを披露します。１組のつながりを多くの人にコマーシャルします! 

見ている人も一緒に盛り上がりましょう! ! ! 

２組 紅白ダンス合戦 
各チームで一体感を出し、最後にクラス全員で踊る。 

 

３組 DANCE FAIR 
名簿順に並ぶのも一苦労だった私たちが、5か月でどれほど絆を深められたかをダンスで表現します! 

 

４組 プロポーズ大作戦 
１０分間の発表時間の中で、ストーリーや場面の展開、フラッシュモブであふれていく人たちの動きが見所です。ダンスで

登場人物の心情なども表現します。 

５組 1t’5 show time !! 
男子は、人気のある盛り上げる曲を、女子は、難しいダンスの曲に挑戦しますので注目してください。見ている人に笑顔と

楽しさをお届けします。 

６組 修行 
ダンスの発表が近づいてきたが、肝心のダンスがまとまらずバラバラ…。そこで１－６の仲間たちは、修行に行くことに。

１か月の修行で果たして発表は成功するのか。 

７組 SEVEN STATION 
Music Stationの演出で見ている人を楽しませます。 (女子→男子→全体で踊る)７組らしさを表現します!! 

 

２ 

年 

演 

劇 

１組 白豚姫の野望 
あの有名な白雪姫の５年後のお話です。白雪姫の姿は、今どうなっているのか。そして、白雪姫の身に一体何が起こってい

るのか!? 笑いが渦巻く３０分間をお届けします。 

２組 斉木楠雄のψ難(さいなん) 
高校２年生の超能力者斉木楠雄は、そのことがばれないよう目立つことを避けて生活していた。斉木に心寄せる美女やワケ

ありのクラスメイトとの絡み…そして文化祭で何かの陰謀が災難を引き起こす！？ 

３組 DEATH  NOTE 
高校生のライトが、デスノートに名前を書くと、名前を書かれた人が次々に死んでいく。しかし、デスノートは２冊あった

…!? キャラの濃い登場人物と原作にないストーリーに注目してください。 

４組 Fantastic  Story 
誰もが知っている童話の登場人物が同じ世界に迷い込んでしまったら…!? 笑いあり、感動あり、何でもありの超オリジナ

ルストーリー!!    １年から３年まで全員が楽しめる内容にしたい。 

５組 
ブサメン♂パラダイス 
～花ざかりの君たちへ～ 

ブサいメンズが揃いに揃った魅惑の全寮制男子校『久御山学園』。そこにアメリカから転校生がやってきた。 

名前は芦屋みずき、性別は女。学園の日常の一コマを描きます。 

６組 君の膵臓を食べたい 
主人公「僕」は、山内桜良の死によって、目指すつもりのなかった医学部に進み医者となる。毎日様々な患者と過ごす中で、

ある日、桜良が綴った『共病文庫』を手に取る。過去の桜良との記憶を思い出す。オリジナリティも追求。 

７組 桜井家の掟 
桜井家に次女の彼氏が初めて訪れる日、なかなか来ない彼氏に三女の蘭が、どんな男か想像をめぐらしていると、ちょっと

ひ弱な秀才タイプの年下の男の子が現れる。それは、三女の初恋の相手だった!? 

８組 ドラえもん 
のび太たちの普段の生活が、たびたび襲い掛かる出来事のせいで大混乱。その混乱が続く中、仲間たちは、イライラがたま

り、大ゲンカの危機!?  仲の良い友達の間に亀裂が…ドラえもん! どうにかして!! 

３ 

年 

演 

劇 

１組 時をかける少女 
女子高生が理科準備室で転んだことで時間を戻せる能力を手に入れる。だが、自分の人生を取り戻すことで、誰かが不幸に

なっていることに気づく。そして親友までも。明らかになる親友の正体・・そして、別れ!? 青春ドラマです。 

２組 
ジャムおじさんの 
知られざる過去 

誰もが知っているやさしいジャムおじさん。元気よく生まれたジャムは、成長するにつれ、いろいろな人に出会い、様々な

事件に巻き込まれていく。そこには、誰も知らない壮絶な過去があった！？ 

３組 
チャーリーと 
チョコレート工場 

世界中で大人気のウィリー・ウォンカ製のお菓子。しかしその工場は、完全非公開で謎に満ちていた。ある日５人の子供た

ちに工場を見学する権利が与えられる。工場では夢のような不思議な体験をしていくが、途中に待ち受けるハプニングで一

人ずつ脱落していく。最後に残ったチャーリーは・・・ 

４組 風になる少年 
ピーターパンにあこがれている智也。ある日、部屋で横になっていると「ピーターパン」と呼ぶ声がする。目を覚ますとそ

こはネバーランド!?ピーターパンとなった智也があこがれの世界で活躍・・・・ 

５組 トイ・ストーリー 
アンディーに捨てられたおもちゃが保育所に寄付される。ウッディーやおもちゃの仲間たちは、力を合わせて保育所から脱

出を図る!!行く手には様々な妨害が待ち受けるが、最後は感動的な結末に・・・・ 

６組 真赤なヒツジ 
電車事故によって生死をさまよっている６人による命を懸けたゲーム。６人の中に隠れている人狼は、誰なのか。そして、

謎の少女の正体は・・・・・? 

７組 学園パニック 
芸能人を育成する高校の学園長が変わり、『才能のない人材は、切り捨てる』という方針を出し、クラスの仲間の退学が決ま

ってしまう。一緒に頑張ってきた仲間の退学を覆すため試行錯誤を繰り返す。 

８組 
ぼくたちと駐在さんの 

    ７００日戦争 

町の悪ガキたちは、今日も悪戯三昧。そんな中一人の駐在さんが派遣された。町の悪ガキ VS駐在さんの笑いと友情の青春コ

メディ。仲間たちと熱中する中で忘れられない青春のページをつくる。 

☆文化系部活動発表 

吹奏楽部 
☆ 開会式オープニング演奏 
★ コンサート『灼熱の久御山カーニバル』 

９月 5日(水)  ８：４５ 

９月 7日(金) １１：３０ 

中庭ステージ 
体育館ステージ 

演劇部 ★演劇公演『はば、ないす、とらぶる』 ９月 7日(金) １０：３０ 体育館ステージ 

美術部 
★『作品展』〈油彩画・アクリル画・イラスト〉 
☆「プラ板」「紙粘土」アクセサリー〈製作体験〉 5日(水)９：３０～１４：００ 

６日(金)９：００～１４：００ 

(7日は１２：３０まで) 

 
美術室 

 
美術科・書道科の作品を

同時展示 

将棋同好会 ★『フリー将棋＆アトラクション』〈自由に将棋にふれあってもらう〉 

文芸同好会 ★『パネル展示』部誌 

自然科学部 ★『古川を美しくする会』の活動と観測データの展示 

茶道部 ★『お茶会』抹茶と和菓子 ５日(水)１０：３０～１４：００ 礼法室 

オフィス情報部 
★『タイピングゲーム』〈正確なタイピング〉 
『ビンゴ大会』〈景品あり〉 

９月 5日(水)・６日(木) 

9：3０～１４：００ 

コンピュータ教室 
１棟３階 

ＥＳＳ同好会 ★『ワールドクイズ』〈AETの先生が出題 ⇒正解数が多い人を表彰〉 ６日(木)１４：００～１５：００ 多目的教室２棟３階 

放送部 ★『開会式・閉会式』『ステージ発表進行』〈発表幕間の校内放送〉 ９月 5日(水)～7日(金) 体育館音響機器席 

体育系部活 

写真展 

☆サッカー部 ☆陸上競技部 ☆硬式野球部  ☆女子バレーボール部 ☆男子バスケットボール部   ☆女子ソフトテニス部  

☆ソフトボール部 ☆水泳部  ☆剣道部  ☆なぎなた同好会    ９月 5日(水)～7日(金) (２棟西側・美術室前) 



平成３０年度 第３９回飛翔祭 発表プログラム                  ８／２１ 

  体育館ステージプログラム 部活発表・ＰＴＡ 

第１日目 

９／５(水) 

 ８：４５ 

(中庭ステージ) 

開会式  オープニング演奏(吹奏楽部) 

クラス発表紹介(立て看板披露) 

学校長挨拶･生徒会長挨拶 

各クラスの代表がアピール 

 ９：３０ 

１０：１０ 

10:10  

10:25  

10:40  

  

１１：００ 

１１：４０ 

１２：２０ 

演劇２年５組「ブサメン♂パラダイス～花盛りの君たちへ～」 

１年パフォーマンス 

 2組 「  紅白ダンス合戦     」 

 5組 「  1t’5 show time !!    」 

 4組 「  プロポーズ大作戦    」 

  

演劇２年１組 「  白豚姫の野望  」 

演劇２年８組 「  ドラえもん     」 

演劇２年６組 「  君の膵臓を食べたい 」 

(礼法室)１０：００～１４：００ 
 茶道部『お茶会』 
(美術室)９：３０～１４：００ 
 美術部『作品展示』(書道作品も展示) 
     プラ板・紙粘土アクセサリー製作体験 
 将棋同好会『フリー将棋＆動物将棋』 
 文芸同好会『パネル展示』部誌 
 自然科学部『活動報告と気象観測』の展示 
(美術室前)９：３０～１４：００ 

 体育系部活『写真展示』 

(コンピュータ教室)１０：００～１４：００ 
オフィス情報部「タイピングゲーム」「ビンゴゲーム」 

１３：００ 

〔昼休み〕 

生徒会企画 「有志発表」 

(中庭ステージ)１３：０５～１３：３０ 

「Destroyers」・「教職員有志」〈バンド演奏〉 「サッカー部の愉快な仲間たち」〈コントとダンス〉 

１３：４０ 

１４：３０ 

１５：２０ 

演劇３年２組 「  ジャムおじさんの知られざる過去 」 

演劇３年６組 「  真っ赤なヒツジ   」 

演劇３年５組 「  トイ・ストーリー    」 

１６：１０終了予定 出欠点呼(HR教室) 

ＰＴＡ 模擬店 １１：００～１３：３０ 

  ☆『カレーショップ』(調理室) 

  ★『ドリンク販売』(１階東渡り廊下) 

◇スイーツ販売 12:50～13:50 

第２日目 

９／６(木) 

 ８：５０ 

 ９：３０ 

１０：１０ 

10:10  

10:25  

10:40  

10:55  

１１：１０ 

１１：5０ 

演劇２年４組 「  Fantastic Story  」 

演劇２年３組 「  DEATH NOTE    」 

１年パフォーマンス 

 ６組 「   修行      」 

 １組 「   CMネットワーク    」 

 ３組 「   DANCE FAIR      」 

 ７組 「   SEVEN STATION   」 

演劇２年７組 「  桜井家の掟     」 

演劇２年２組 「  斉木楠雄のψ難  」 

(美術室)９：００～１４：００ 

 美術部『作品展示』(書道作品も展示) 

     プラ板・紙粘土アクセサリー製作体験 

 将棋同好会『フリー将棋＆動物将棋』 

 文芸同好会『パネル展示』部誌 

 自然科学部『活動報告と気象観測』の展示 

(美術室前)９：３０～１４：００ 

体育系部活『写真展示』 

(コンピュータ教室)１０：００～１４：００ 

オフィス情報部「タイピングゲーム」「ビンゴゲーム」 

１２：３０ 

〔昼休み〕 

生徒会企画 「有志発表」 

(１２：４０～１３：００体育館ステージ 〈ダンスパフォーマンス〉 

「The Simpsons」    「Amuse」 

１３：１０ 

１４：００ 

１４：５０ 

演劇３年７組 「  学園パニック        」 

演劇３年１組 「  時をかける少女      」 

演劇３年８組 「 ぼくたちと駐在さんの７００日戦争」 

１５：４０終了予定 出欠点呼(HR教室) 

(多目的教室)１４：００～１５：００ 
ＥＳＳ同好会『ワールドクイズ』 
ＰＴＡ 模擬店１１：００～１３：３０ 
☆『パンショップ』(調理室) 
★『ドリンク販売』(１階東渡り廊下) 

◇スイーツ販売 12:20～13:20 

第３日目 

９／７(金) 

 ８：５０ 

 ９：４０ 

１０：３０ 

１１：３０ 

１２：１０ 

演劇３年４組 「  風になる少年     」 

演劇３年３組 「 チャーリーとチョコレート工場  」 

演劇部公演  「 はば、ないす、とらぶる 」 

吹奏楽部コンサート 「 灼熱の久御山カーニバル 」 

教職員劇  「 タッタ  」 

(美術室)９：００～１２：３０ 

美術部・将棋同好会・文芸同好会・自然科学部 

体育系部活『写真展示』 

全ての発表終了１2：50 

◇通常のパン販売 13:20～14:00 

１２：５０ 体育館椅子撤去 昼休み１３：３０～１４：１０  SHR１４：１５ 

１４：３０ 

   

１５：３０ 

閉会式(体育館) 

『飛翔祭風景』映像上映・結果発表・表彰 

体育館ステージ撤去・教室片付け 

 

審査委員長講評･文化委員長閉会宣言 

☆校門デコレーション  ☆案内所(４か所)  ☆体育館入口案内板(ステージ発表プログラム) 

☆クラス立て看板展示(常設：１棟１階ロビー・２棟１階東側廊下) 

☆パンフ原画展☆部活写真展☆飛翔祭風景写真(２棟西側・美術室前) 

☆９月 6日(木) さやまこども園(園児 40名)とうずみこども園(園児 31名) 

  ９：３０頃～１１：００来校予定   生徒会役員 9名・正副文化委員長 3名・「発達と保育」の選択者２７名が案内。 



 


