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舞台部門紹介
団体 名  I 開始 膵 『団体のアビール文

2年音楽科 1990～住15 音選60名 による合唱。′、ナミズキ、愛をこめて花束を、WINDI
NG ROADを 一

生 懸 命 歌 い ま す ‖曾 唱

306   1 9125-9:55 不思議の国に送いこんだイケメンアリス。そこで幾多の困難を

乗り越える。キーワードは兄弟愛。rAI:oe in Wonderland』
308   110105～ 10:35 プロードウェイミュージカルを8組版にアレンジしました。活気溢

れるダンスと演技をどうぞお楽しみ下さい。
『WEST SIDE STORY

301   110145～ 11115 さあみなさんご一緒に1心配ないさ″ !この世のことは～ :悩

み蹴とばす～生き方～ハクーナマタタ～～ !

『日ONKING
3の4  111:25^´ 11:55 本物の友情をその日で確かめてみませんか?誰も知らないもう

一つのオズの物語…。

可ヒ暑E蟹睡薔魯 112105～ 12:35 吹奏楽部です♪みんなが知つてるあの曲や、振りつきの曲など

さまざまな曲を演奏します 1ぜひ聴きにきてください。Swing G:rls&Boys!
顧休み

3の2 13:00-13130 卵鰈ri望胸ぜF言竺『バコと魔法の藤ヨ
3の3 13:40～ 14110 光り輝くガラスの戦をめぐる一味違つた物語。それぞれの熱い

想いが今….
『シンデレラ～AnotherStory～』

3の7 14120～ 14150 ディズニー「美女と野獣』を3年フ組で完全再現:この囀を観ず
には帰れない。今年一番の感動をあなたに,

『美女と野凛』
305   115100～ 15:30 警じ重毎1壼深ソ錢彗基僣調配F‐き

lrRomeoこ Julid嗜

文化祭実行委員長

【文化祭チーフ】

舞台 赤田 側螂

模擬 植田 貴明

産務 岩井 祐樹

物品 北野 愛美

【放送情報部】

山田 涼六

【生徒会】

山田 一貴

金井 新

【OP口 ED】

サッカー部一同

【舞台めくり】

書道部

百石 成希

サブ 原 亮太

サブ 吉川 大幹

サブ 平山 拓弥

サブ 山中 百舗

塩日 健―郎

副委員長 上国 隼久

晨イベ 申居 由黎  サブ

特ステ 村上 繭造 サブ

音響 山田 涼六

森 俊介 横山 瀬奈

中限 大貴

田中 文耶

稲垣 泰子  稲岡 由莉  北野 撃美

山中 百合絵 田中 亮子  小角 拓巳



展 示・イベント部門紹介
晴れの日のスケジユール

●のアビール文

1の3 10100-・ 12:30- いこいの広場 ディズニーやアニメ、ユニバなどのグループに分かれて、仮
装し、ダンスなどで盛り上げます。いこいの広爆まで !美女とね―さん

104 9:30-・ 12:30- 狐 l クラスが2つのグループに分かれてそれぞれで踊ります。み
んなで頑張つて踊るので見に来てくださし,1Heart to heart

1の7 10130-・ 14:30- 1山 私たち一年七組はダンスメドレーをします。みんなで頑張つて
練習したので、ぜひ見に来て下さい !Seventh Dance

201 11:00-・ 13:00～ ビロティ 2年1組が彩るエンターテイメントショーを目で耳で一緒に体

験してみませんか?ENTERTAINMENT
2の3 9130～ 14:30 ピロティ(受付) 6種類のキャラに変装した本物を探して6つスタンプをためて

豪華景品GETしよう★イエス3組 ^ゝ0^)/～仮装スタンプラリー～

2の4 10130～・13:30～ これは超人が集まつた4組の、血と汗と渓とペツトボトルでま
みれた何でもないただの日常です。特とご覧あれ.Eずごい日冨

2の5 11100-・ 14:00- いこいの広 八尾高校に眠る41のダイヤの原石。その1つ 1つが集まって
大きな輝きを放つ瞬間を、ぜひ見に来て下さい 1トダイヤモンド

2の6 11:30´マ・14:30- 2の6という異様なキャラを集合させて、一つの自場に仕上げ
ました。ぜひ、ご覧になつてください。ニッボンよ、これガ 函だ :

2の7 11:30-・ 13:30- 測 Disneyといつせいをふうびした」‐pOPの奇跡のコラボ‖君は
コレを見ずにいられるかい?犬飼義大です～犬は飼つていません～

2の8 9:30-14:30 22N あなたの一票で、2年 8組の業女が決まる1中でも人気の子

達には直接会える:?ぜひ、投票お願いします。女装コンテス

雨の日のスケジユール
団体名

103 要女とね下さん 11:30～・13:30～

104 Heart to heart 10:00～・1300～

107 Sevonth Danoo 10130～ '13:30～

2の 1 ENTERTAINMENT 9:30～・12130-

2の3 イエス1組＼(^0^)/～仮装スタンプラリ
=～

9130～ 14i30

204 すごい日冒 10:30～・13130～

2の5 青春ダイヤモンド 11■0～・14100～

2の6

"よ
:これが映画だ ! 11:30～・1430～

2の7 犬飼義大です
～

犬は飼つていません～ 11130～・14:30～

2の8 女装コオ スト 9180～ 14130



一
　

一

模擬店部門紹介
団体名 各団体のアビール文
101 焼きそば始めました。心をこめておいしく作るので

「
…

来て下さい :某コーヒー店とは関係ありません。SOBAR BUCKS
1の 2 1  中 盛 夏こそ暑さ対策 :その冷たさに唸れ‖おいしさに浸れ1頭に刺激

を与えよlTHE・ KAKIGORI日本よ、これが氷だ
1の5 1  中 慶 100円 で安くておいしいホットドッグです。チキンナゲットが入つ

ているのもあるので、ぜひ来て下さい 1たぶ んホットドッグ

1の6 1  中] チュロスはプレーンとココアの2種類の味があります。界はサ
クッ中はしつとりでおいしいので是非きて下さい。ムーミン谷のチュロス屋 さん

1の8 1  中 とにかく、美味しい・美味い・美味麟数量限定なので早く来るベ
し1待つてま～す。王子せんべ い

2の2 1  中庭
おいしくできたホットケーキをお召し上がりください。2-2★ホットケーキ

展示 ロイベント部門

スペアミントや日
=ズ

マリーなどのハープを多数晨示していま
す:是非来て下さい。

今年もゲストさんを呼んで都誌をつくりました‖お気軽にお立ち
∝ さいヽ ^0^ソ

の、国書部による、文化祭のための部誌。それが「としょ
ぶし:Jですもご自由にお持ち帰りください。

こんにちは ,茶道部です。私達は今日に向けて一生懸命お稽
してきましたので、是非お立ち寄り下さい :

雅治のr虹Jにのせて、カラフルかう勢いのある書道パ
マンスを披露します :ぜひぜひ見に来てね♪

会に出品した作品を等を展示します。美術部薄身の作品
ご覧ください !

人数は少ないですが、運に一回活動をして感性をみが
いています.是非作品を見て下さい。2階渡り廊下。

あなたのために歌います。興味がある人は来て下さい1

書道の授業で作成した団扇やパネル作品を階段の踊場や体
育館への通路・書道教菫に農示します。見て下さい。

美術の授業で製作した作品を美術部の作品と一緒に展示しま
。おいしそうな作品が並んでいます。

までの展示をT新しました。人尾高120年の歴史が一日で
す。「写真」「資料」の他裏話も満載です。

書委員の主導の下、自分だけのオリジナルのしおり作り
えます。どなたでも奮ってご参加ください。



特ステ部門
団体名 聞 始 眸 閣 各 団 体 の ア ビー ル ヌ

chameleon scope 9130 カメレオンスコニプです。わいわい楽しく演奏します。Pasdonぁ りますよ1

Eifs note 9:50
軽音でたつたひとつのガールズバンド1ドラムの人はある意味変態なので気を

付けてネ♪

ぺぱ―みんと。 10120 が一るずばんど。:→

P―nごs 10145 まだまだ未熟ですが、精一杯頑張ります。楽しんでもらえたら嬉しいです。

YAUCHI 11:05 「THE LAST LⅣE～受験に向かつて～」

RelLlate 11130 バカ騒ぎしたいなら集まれ、野郎共里

休憩

サイコロ 12115 熱血ロックバンド里盛り上がりたい奴は来い1(全員3年男子)

じゅびどぅば～ず 12140
女子1人男4人の初心者バンドです。とにもかくにも聴いてつてくれたら嬉しい

です。

Spreeam 100 楽しき宴になりけむ。

shallow 1130
sha‖ owとは日本語で浅いという意味ですが、深い演奏をしますので聞いてくだ

さい。

ma=o 1:50 楽しいライブにしてやんよ l:!ユ

T―seFlsh 2120 個性しかない演奏者達が集まつておこす化学反応をとくとご覧あれ :

※都合により時間の変更等が予想されます。
見たいバンドの数分前にはプール下駐輪場におこしください。

※当日は出演者の楽器や照明等の機材がありますので
ステージ脇やステージ裏には入らないようお願いいたします。

※見に来てくださる方は、出来る限り盛り上がっていただければ幸いです(出演者―同)



2012年度 文化祭企画一覧
団体名 部 門 タイ トル 使用場所 (晴 ) 使用場所 (雨 )

101 模擬 SOBAR BUCK〔 中庭 物理講義室

1の2 模擬 日本よ、これが氷だ l 中庭 物理講義室

1の3 展イベ 美女とね―さん いこいの広場 柔道場

1の4 展イベ Heart to heart 狐 山 剣道場

1の 5 模擬 たぶんホットドッグ 中庭 物理実験室

1の6 棋擬 ムーミン谷のチュロス』さん 中庭 物理実験室

107 展イベ Seventh Danco 狐 山 ゆうかりlF
108 模擬 王子せんべい 中庭 物理請義室

2の 1 展イベ ENTERTAINMEト T ピロティ ゆうかりlF
2の2 模擬 2-2☆ホットケー」 中庭 物理実験室

2の3 展イベ イエス3組 ^ヽ0^)/～仮装スタ) プラリー～ ピロティ ビロティ

2の4 展イベ 超すごい日常 視聴覚教室 視聴覚教室

2の5 展イベ 青春ダイヤモンド いこいの広場 剣道場

2の6 展イベ ニッポンよ、これが映ロ■:: 視聴覚教室 視聴覚教室

2のフ 展イベ 犬飼義大です～犬は飼つていません～ 狐山 ゆうかりlF
2の8 展イベ 女装コンテスト 22N 22N
3の 1 舞台 『目ONKING』 体育館 体育館

3の2 舞台 FIS 体育館 体育館

3の3 舞台
~Tラ

フアレラ～AnotherStory～ 』 体育館 体育館

304 辱台 体育館 体育館

3の5 舞台 『Romeo&Ju:iet 体育館 体育館

3の6 舞台 『 Ali●o in Wonderland』 体育館 体育館

3の7 舞台 『美女と野獣』 | 体育館 体育館

308 舞台 FWEST SIDE STO tY』 体育館 体育館

生物部 展示 ハープの香リ 生物講義室 生鞠識菫室

漫画研究部 展示 Passlon 腱服室 被服室

図書部 展示 としよぶし ! 21N 21N
茶道部 模授 茶壼郡 お茶 會 ゆうかり2F ゆうかり2F

書道部 展イベ 虹 ビロティ ピロティ

美衛部 展示 アーテイスト☆フラッシュ 美術教室 美術教室

吹奏楽部 舞台 Swinな Cids&BoyS i 体育館 体育館

写真同好会 晨示 写真晨示 2F渡り廊下 2F渡り廊下

軽音楽部 特ステ 軽音楽 7-ル下 ブール下

2年女子陸上部 展イベ 軍部大臣現役武官制 狐 山 柔道場

書道科 展示 書作品展示 書道教室 書道教室

美術科 展示 ギヤラリーやお 美術教室 美術教室

2年音楽科 舞台 合唱 体育館 体育館
PTA 模擬 『PTA★ 48』によるドリンク販売 ! : 中庭 中庭

同窓会 展示 「資料館」特別展示会 籠料1 資料館

図書委員会 展イベ しおり作り 21N 21N
FMちゃお 生放送 「務所前 「務所前


