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青楓祭（文化祭）のご案内 

校長 野田定延 

 

新涼の候 皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

本校の教育活動に対しましては、日ごろから深いご理解とご協力とをいただき心から感謝申し上げ

ます。 

本校は、「伝統と Progress」を合言葉に様々な教育活動を展開しております。今年の青楓祭のテー

マは、「伝統と Progress～島高の魂
こころ

 今ここから～」です。島高の素晴らしい伝統を守り伝えると同

時に、新たな伝統を創造することは、島高生の大きな使命です。「青楓」という言葉には、島高生（青

き楓）一人ひとりが文武両道を実現し、真紅のもみじに成長しようという熱い思いが込められていま

す。 

今年も各文化部や各クラスが、ステージ発表、展示において、それぞれの魅力と日頃の活動の成果

を存分に表現しています。明るく元気に新たな伝統づくりに邁進する島高生の姿をはじめ、日ごろの

教育活動の成果をご覧いただきますよう、ご案内申し上げます。 

 

 

 

ごあいさつ 

平成２８年度青楓祭実行委員一同 

 

 この度、島原高等学校文化祭「青楓祭」を開催することとなりました。今年のテーマは「伝統と

Progress～島高の魂
こころ

 今ここから～」です。 

 青楓祭（文化祭）では、各クラス一丸となって教室展示や食品バザー、劇やダンスなどを行います。

また、文化部は日頃の活動の成果を披露します。なかでも、放送部や美術部は全国高等学校総合文化

祭に出場するなど、輝かしい成績を収めています。島高生全員で文化祭を盛り上げます。どうぞ足を

お運びいただき、お楽しみください。 

 

青楓祭２０１６のテーマ 

「伝統と Progress～島高の魂
こころ

 今ここから～」 

 島高の１１７年続く古き良き伝統を守りつつ、新しい島高の青楓祭へと進歩させていきたいとの想

いから、「伝統と Progress」をメインテーマとしました。また、サブテーマである「島高の魂
こころ

 今こ

こから」は、島高生一人ひとりの魂（心）が一つに合わさり、新しい島高のスタートラインに立って

“ここ”から前進していくという意味を込めました。みんなで、ここから新たなる伝統を作っていき

ましょう。 

  

 

○ 茶道部 

体験「お茶会」（３日・青楓寮） 

ステージ発表「お手前披露」（４日・島原文化会館） 

 私たち茶道部は２５人で活動しています。文化会館のステージでは、３年生がお手前を披露し

ます。また、校内のセミナーハウス（青楓祭寮）では、お茶やお菓子でもてなします。ぜひ、足

をお運びください。 

 

古本バザー「ブックカーニバル」（３日・図書室） 

 雑誌のバックナンバーを安く販売し、売り上げは寄付します。伝統と Progress は島高生の礼

儀正しさや社会のリーダーとしてつけるべき力を表すと考えました。それにちなんだ本の紹介を

します。 

 

○ 理学部 

体験「Let’ science!!」（３日・第１化学実験室） 

こんにちは 私達は理学部です。今回はみんな大好き! スライム『風船』

と不思議体験ダイラタンシーをします! 気になる人はぜひ３F 第１化学室

へ!! 

 

○ 写真部 

フォトムービー「Photo Movie～島高に mu・chu～」（４日・島原文化会館） 

 こんにちは、写真部です。写真部の今年のテーマは「Photo Movie ～島高に mu・chu～」で

す。美しい風景や島高生・島高の先生方の写真を２作品に分けお送りします。お楽しみください。 

 

○ 理数科 

発表「課題研究発表」（３日・体育館） 

 理数科では、2 年次に課題研究を週１時間行います。昨年は１２の班に分かれ様々な分野で研

究しました。今回はその中で最優秀賞の地学班「台風 1５号の目は島原市を通過したか」を発表

します。 

 

○ １年美術選択者 

展示「チョーク絵展」（３日・ＪＫ３） 

 美術選択者の授業作品を展示します。先日、長崎浜屋でも展示をし、大変好評だった自信作で

す。 

 身近にある関わりの深いものをテーマに、気持ちを込めて描きました。どうぞご覧ください。 

 

○ ＰＴＡ 

展示「ＰＴＡコーナー」（３日・２年３組教室） 

 PTA 新聞「古城の森」の展示、さをり織り、３年生への激励メッセージ作成の３つのイベン

トをご用意しています。保護者のみなさま、生徒のみなさん、ぜひ足を運んでみてください。 

 

s 



○ 語学部 

プレゼンテーション「How Interesting！！」（４日・島原文化会館） 

 語学部は１年生１０名、２年生１４名で毎週楽しく活動しています。今日は、世界の食べ物や

遊び、法律、祭り、動画などを紹介します。『Let’s look at the wonderful world!』 

 

○ 文芸部 

演劇「Elementary, my dear Watson」（４日・島原文化会館） 

 私たち文芸部は２年生４名１年生３名、計７名で演劇の県大会出場を目指して日々練習を頑張

っています。今回の劇は初めて自分たちで脚本を書きました。ぜひ楽しんでご覧ください。 

 

○ 放送部 

映像「MUSIC JAM 拡大版」（３日・体育館） 

映像「放送部発表」（４日・島原文化会館） 

 １日目はミュージックジャム拡大版です。日頃お世話になっている島鉄にスポットを当てたド

ラマ「カー時々トレイン」をお送りします。 

 ２日目は先日行われた NHK 杯 全国放送コンテストで奨励賞を受賞した「楓たちの日々」と、

みなさんお待ちかね「高総体ダイジェスト」を上映します。 

 過去最大級の映像量を一台のパソコンで格闘しながら作り上げました。お楽しみください。 

 

○ 管弦楽部 

管弦楽「全力疾奏」（４日・島原文化会館） 

 私たち管弦楽部は、現在２年生１２名、１年生９名の計２１名で楽しく活動しています。今日

の私たちの演奏で、オーケストラの良いところをみなさんに少しでもお伝えできれば嬉しいです。 

 

○ 合唱部 

合唱「Let’ sing a song」（４日・島原文化会館） 

 こんにちは！！合唱部です。九州大会出場も決まり、血湧き肉躍る９０人です 今回は６曲演

奏します。あの名曲もあります。最後までどうぞ楽しんでください！！ 

 

○ 美術部 

ハンドメイドショップ「メープル雑貨店」      （３日・第２化学実験室） 

ライブペインティング「We Love Art!!」          （３日・中庭） 

教室展示「美術部作品展」             （３日・２年４組教室） 

 私たち美術部は、ハンドメイドショップやライブペインティング、展示など、様々なものを準

備しています。ぜひ、気軽に立ち寄ってみてください。お待ちしています。 

 

○有志 

展示「担任副担任似顔絵」（３日・ＪＫ２） 

 学校生活の中で、最も関わりの深い担任副担任の似顔絵展示を行います。各クラスの雰囲気が

見られる楽しい展示になっています。ぜひご覧ください。 

 

○ 家庭クラブ 

食物バザー「家庭クラブバザー」（３日・被服室） 

 家庭クラブでは、家庭科の学習内容を発展させた実践的な活動を行っています。家庭科の学習をし

ている１年生が、「クッキー」を作りました。プレーン、ごま、紅茶、ココア味があります。 

 

プログラム 

９月３日（土）      本校体育館 

１０：３０～１０：４５        生 徒 会                    青楓祭（文化祭）開会行事 

１０：４５～１１：００        理数科３年生                  理数科研究発表会                                           

１１：０５～１１：２０         １年 ２組                          スカッとジャパン１－２ 

１１：３０～１１：４５         １年 ５組                          UCHIXILE ＆ TOKAE-ｇｉｒｌｓ                                    

１１：４５～１３：４５         展示・イベントの自由観覧 

    （同時進行：有志生徒による島高音楽祭 美術部ライブペインティング） 

１３：５０～１４：００          放 送 部                           MUSIC JAM拡大版                                      

１４：０５～１４：２０         ２年 １組                           ２－１らしく．．．                                    

１４：２５～１４：４０          ２年 ４組                           ４４人で劇                                                    

１４：４０～１４：５０          生 徒 会                           １日目エンディング  

 

９月４日（日）      島原文化会館大ホール 

  ９：３０～ ９：４５        生 徒 会                            ２日目オープニング  

  ９：５０～１０：１０        茶 道 部                            お点前披露                                    

１０：１５～１０：３０        写 真 部                            Photo Movie～島高に mu・chu～  

１０：３５～１１：１０        放 送 部                            放送部発表                               

１１：１５～１２：０５        文 芸 部                            Elementary, my dear Watson                                     

１２：１０～１３：２５        学校移動・昼食  

１３：３０～１４：００        管弦楽部                            全力疾奏                                      

１４：０５～１４：３５        語 学 部                            How interesting!!                                               

１４：４０～１５：０５        合 唱 部                            Let's sing a song 

１５：１０～１５：２０         生 徒 会                            閉会式  

 

 

～お知らせとお願い～ 

○９月３日（土）の受付は体育館入口で行います。 

○９月４日（日）の受付は文化会館大ホールロビーで行います。 

○９月４日（日）は島原文化会館での開催になります。 

○ 発表中の携帯電話のご使用についてはご遠慮ください。 

○ 校内、文化会館内での喫煙はご遠慮ください。 

 

 

 

 

s 



参加団体紹介 

○ １年１組 

食品バザー「二代目 かおるや」（３日・武道場前） 

 初代の味と真心を継いだ二代目かおるや。美味しいカレーとだしが自慢のうどんがあります。

今年はキンキンに冷えた飲みものもあります!! １組全員で、元気に頑張りますのでぜひ食べに

来てください。 

 

○ １年２組 

ステージ発表「スカッとジャパン１－２」（３日・体育館） 

 日常で起こる嫌な出来事をスカッと解決する「スカッとジャパン」のマネをして、学校で起こ

り得る嫌な出来事を劇にしました。クラス一丸となって作りましたので、ぜひ見に来てください。 

 

○ １年３組 

展示「THE☆縁日～たつ&きょうこの部屋～」（３日・２年１組教室） 

 私たちのクラスでは縁日をします。バルーンアートや射的、当たりくじなど小さな子どもでも

楽しめるものをたくさん用意しています。もちろん大人の方でも大歓迎！みなさん気軽に遊びに

来てください。 

 

○ １年４組 

展示「トリックアート美術館～不思議な世界へようこそ～」（３日・２年２組教室） 

 私たち１年４組は、人間の目の錯覚を利用した「トリックアート」で、皆様を不思議な世界へ

誘います。私たちの汗と涙と絵の具がたっぷりつまったアートの世界を存分にお楽しみくださ

い！ 

 

○ １年５組 

ステージ発表「UCHIXILE ＆ TOKA E-girls」（３日・体育館） 

 １年５組は、毎日笑顔と会話が絶えない楽しいクラスです。僕たちはパートごとに男女分かれ

てダンスをします。５組らしい楽しい発表にしますのでよろしくお願いします。 

 

○ １年６組 

展示「邦久オリオンズ☆」（３日・２年６組教室） 

 みなさんこんにちは！私たち１年６組はプラネタリウムでみなさんを楽しませたいと思いま

す。宇宙の壮大さ・優雅さなどの魅力をお伝えします。ぜひ、２年６組教室へ足を運んでくださ

い。 

 

 

 

 

 

○ ２年１組 

ステージ発表「２－１らしく．．．」（３日・体育館） 

 いつも元気すぎて怒られてしまう２－１ですが、今日はその元気の良さを活かしてダンスをし

ます。 

 いつも以上に真剣な２－１のメンバーを見られるかも．．．？？（笑） 

 

○ ２年２組 

食品バザー「ファーストフードショップ PEACE」（３日・ピロティ） 

 私たちファーストフードショップ PEACE は、みなさんにサクサクのフライドポテトとアツア

ツのホットドッグを提供します。暑い中ですが、ぜひ当店に足を運んでください。 

 

○ ２年３組 

イベント「何をするで Show」（３日・中庭） 

 ２－３はクラス３８人が一致団結して作り上げたパフォーマンスをします。何をするかは当日、

中庭にいれば分かります。お楽しみに！ 

 

○ ２年４組 

ステージ発表「４４人で劇」（３日・体育館） 

 私たち２－４は４４人の力を結集し、シンデレラの劇を行います。「シンデレラ」と言っても、

２－４のシンデレラは、みなさんがご存じのものとは一味違います! なぜか男女逆転です。い

ろいろと熱くなりますが、ぜひ最後までご覧ください。 

 

○ ２年５組 

教室展示「恐がらせちゃって『いいですか？』」（３日・２年５組教室） 

 「夏」といったらお化け屋敷ですよね？ たくさんの仕掛けを用意しています。 

一人では怖いという方は、お友達と一緒にいらしてください。お待ちしています。 

心臓の悪い方は、ご注意ください。 

 

○ ２年６組 

食品バザー「ウエマッティ大好喫茶」（３日・ピロティ） 

 今回、私たち２年６組は食品バザーを行うことにしました。この暑い夏

にぴったりのクールで爽やかな３つのメニューをご用意しております。皆

様のご来店をクラス一同、心よりお待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 


