
番号 課程 企画団体 企画名称 主な内容　　ＰＲコメント

昼間 ２－５・２－６

夜間 ゴスペル同好会

体育　授業

（女子選択者）

吸血鬼ハンターアリサが最後に見たものは…

29 昼間 美術イラスト部 美術イラスト部　作品展 南３階 美術室 イラスト・絵画をご覧下さい。

28 昼間 演劇部 自由になるために叫べ！！ 体育館２階 ステージ

27 昼間 厚生委員会 健康チェックしよう！ 北１階 YUHOルーム 身長・体重・血圧など自分で測って健康チェック！

26 昼間 図書委員会 本は友だち 東２階 図書室 「図書委員の一冊」展示。栞作りにフリマ開催。

25 昼間 けやき通り４７　スペシャルステージ 体育館２階 ステージ 今、花開きます。私たちの時代

美しさは　無限大です！！

24 夜間 書道・ペン習字　授業 テーマは　秋！

23 昼間 書道　授業 世界にひとつだけの書

昼･夜･共学　合同展
東３階 書道室

授業の成果の発表です。

22 夜間 美術・絵本　授業 絵画と絵本を中心に展示します。

21 昼間
美術Ⅱ　総合「絵本」
ビジュアルデザイン

クラフトデザイン　授業
昼間・夜間　合同展

作品展示
南３階 美術室

20 昼間 美術Ⅰ　授業
アニメーション

「走るおもしろキャラクター」
体育館２階 ステージ アニメに挑戦－果たして走って見えるのか！

18 昼間 ４－１ ぶーちゃんＨouse

北３階 305
あったか～い豚汁を作ってお待ちしてま～す！

19 昼間 ４－５ デザートが好きな人の店
－神通町本店－

あこがれの原宿が遂に雄峰に！

17 昼間 ３－７ ＳＣＯＮＥ  ＢＵＣＫＳ 南３階 308 焼きたてスコーンと飲み物でホッと一息(*^_^*)

このプール　深いッ!!

16 昼間 ３－５・６　女子 ＪＫの駄菓子屋さん 東３階 会議室 懐かしの駄菓子を取り扱い！
思い出の駄菓子もあるかも？

15 昼間 ３－５・６　男子 ヨーヨー釣りで溺れるボーちゃん 外 ピロティ

14 昼間 ３－３ フリーマーケット 東２階 商業実践室 様々な物､取りそろえています。　　

13 昼間 ３－２ ポップコーン＆射的 東３階 会議室 塩ポップコーン　キャラメルポップコーン
射的もあります。

12 昼間 ３－１ 喫茶　ハトの巣 南３階 309 飲み物　＆　綿菓子（フリーサイズ）

11 昼間 ２－７ café 南３階 310

10
YAKAN　GOSPEL　CHOIR

feat. 昼間２年５・６組
体育館２階 ステージ One Voice♪One Heart❤

手作りワッフルと飲み物を用意しています。

思い出の１ページ…埋めよう！

9 昼間 ２－３ プラネタリウム 北３階 303 あなたの星座をさがしてみて！

8 昼間 ２－２ Photo room 北３階 306

7 昼間 ２－１ おみくじ神社 東３階 会議室 おみくじ引いて運だめしをしよう！
運が良ければ…♥

6 昼間 １－７ わくわく☆ドキドキ♡ＨＡＰＰＹおもちゃ箱 北３階 301 手作りおもちゃなどを展示しています。
ぜひ遊びにきてください☆

いろいろな種類のスライムを一緒につくろう！

5 昼間 １－６ クラスで花を咲かせます 北３階 302 ビオラを種から育成！　折り紙コーナーもあります。

4 昼間 １－５ みんなでスライムをつくろう！ 東２階 学びルーム

3 昼間 １－３ みんなの広場 北３階 304 キャラクターについてのクイズに挑戦！

2 昼間 １－２ リアル脱出ゲーム 東２階 情報処理実習室 脱出率0.01％？　謎を解き、景品をゲット！

平成29年度　学園祭・学遊祭　企画一覧 (体育館ステージの時間については別紙をご覧下さい)

活動場所

1 昼間 １－１ トランプの部屋 北３階 307 トランプやります！　景品もご用意！来てね！



番号 課程 企画団体 企画名称 主な内容　　ＰＲコメント

総合

言葉と文化

通信　部活動

Ｎ・家庭科

平成29年度　学園祭・学遊祭　企画一覧 (体育館ステージの時間については別紙をご覧下さい)

活動場所

葉脈しおりを作りませんか?

57 その他 夜間職員　光澤教諭 アコースティックギターソロ 体育館２階 ステージ 富山の手工ギター「フジイギター」の音をお楽しみ下さい。

56
保健

相談部
ＹＵＨＯルーム講座 ＹＵＨＯルーム講座 北１階 YUHOルーム

55 その他 ＰＴＡ
ものづくりワークショップ
「ペーパーバッグづくり」 南２階 201 おしゃれな紙でバッグを作りましょう。

学習団体の展示をお楽しみ下さい。

54 カレッジ 実演コーナー カレッジ１階 学習室１ 学習団体の日頃の成果や短編映画を紹介します。

53 カレッジ 展示コーナー カレッジ１階 学習室２

52 カレッジ
自遊塾「花かごを飾って

彩りある生活を」
ハンギングバスケット 外 正面玄関 花かごを添え、お祭りを盛り上げます。

51 カレッジ
富山指笛倶楽部
野中　健二　氏

指笛演奏 体育館２階 ステージ 野生笛の音色をお楽しみ下さい！

心で合わせる篠笛の音色をお楽しみ下さい。

50 カレッジ
滑川市古典講読会

小善　岳英　氏
詩吟 体育館２階 ステージ 詩吟は日本人の魂、心の響きです。

49 カレッジ
自遊塾「横笛合奏

コミュニケーションが楽しい」
横笛合奏

～コミュニケーションが楽しい～
体育館２階 ステージ

48 カレッジ 剣詩舞天黎会 剣舞・詩舞 体育館２階 ステージ 剣舞の勇壮さ、詩舞のしなやかさをお楽しみ下さい。

47 専攻科 専攻科 焼き菓子　販売 外 プロムナード 手作り焼き菓子１００円です。

どんどん焼き・フランクフルト　販売します。

46 専攻科 専攻科 フレンチレストラン 南１階
１０１

食品実験室
おひとり１５００円　　１２０食限定です。

45 通信 通信　生徒会 通信生徒会　模擬店 外 ピロティ

44 通信 通信展(部活動・N・家庭科) 南２階 203 生徒の活動の記録や作品を展示します。

43 通信 美術　授業 通信展（美術） スクーリングとレポートで制作した作品を展示します。

42 通信 書道　授業 通信展（書道）

南２階 204

和歌を短冊に書いた作品、
漢字仮名交じり文の創作作品をご覧下さい。

41 通信 F4 F4展
～これが私の好きなもの！～ 南２階 205 自分の「好き」を作品にして展示します。

また、楽しく合唱します。

フォト俳句・フォト川柳を展示します。

40 通信 F3 F3芸術展
～来たれ！未来のピカソ～ 南２階 206 生徒ひとりひとりの手作りの芸術作品を展示します。

39 通信 F2 Ｆ2写真館 南２階 207

38 通信 F1 F１グランプリ 南２階 208 自分の「好き」を作品にして展示します。

36 夜間 夜間生徒会
夜間単位制　食堂
やきそば・焼き鳥

外 ピロティ

美味しいやきそば・焼き鳥　販売します。
１０：００の開店までお待ち下さい。

37 夜間 ビジネス実践部
レギューム雄峰

（情報ビジネス科　販売実習）
小矢部園芸高校さんの花を販売をします。高品質です。

34 昼間 「言葉と文化」作成レポート
中間報告 北３階 廊下 総合的な学習「言葉と文化」での取り組みを紹介します。

35 昼間 後期生徒会執行委員
生徒発

ネットルールについて考える 東３階 廊下 皆さんもいっしょに考えてください！

写真部の作品展示です。

33 昼間 家庭クラブ 家庭科　作品展 東３階
体育館２階

家庭経営実習室
ステージ

生活文化科こんなことを学んでいます。

32 昼間 写真部 写真展示 東３階 廊下

31 昼間 茶道部 秋を味わう茶会 東２階 生徒ギャラリー おいしいお茶とお菓子でひと休みしてください。

30 昼間 日本音楽部 －　箏にふれてみよう　－ 南３階 311 誰でもすぐに弾けるようになります！
１０：００～１２：００にお越し下さい。



平成２９年度 学園祭・学遊祭 ステージ タイムテーブル 

No. 内   容 企 画 団 体 時 間 時  刻 備  考 

１ オープニングステージ 学園祭生徒実行委員 １０分 09:30 ～ 09:40 
さあ、今年もいよい

よ開幕です。 

2 こんなことを学んでいます 昼間 生活文化科 １５分 09:45 ～ 10:00 

家庭科の技術検定や授

業についてご紹介しま

す。 

3 詩吟 
 滑川市古典購読 

小善秀男氏 
１０分 10:05 ～ 10:15 

詩吟は日本人の魂、心の響

きです。 

4 
けやき通り４７ 

スペシャルステージ 
昼間女子体育選択者 ２５分 10:20 ～ 10:45 

今、花開きます。  

私たちの時代 

5 
アニメーション       

「走るおもしろキャラクター」 
美術Ⅰ ５分 10:50 ～ 10:55 

アニメに挑戦―果たして

走って見えるのか！ 

6 指笛演奏 富山指笛倶楽部 １０分 11:00 ～ 11:10 
野生笛の音色をお楽しみ

下さい。 

 

7 

 

YAKAN GOSPEL CHOIR 

feat. 昼間２年５・６組 

夜間ゴスペル同好会

昼間２年Ⅱ部合同企画 
２０分 11:15 ～ 11:35 

One Voice♪    

One  Heart❤ 

8 アコースティックギターソロ 光澤教諭 ３０分 11:35 ～ 12:05 

富山の手工ギター「フジ

イギター」の音をお楽し

み下さい。 

9 
横笛合奏 

～コミュニケーションが楽しい～ 

自遊塾 

横笛合奏 
３０分 12:10 ～ 12:40 

心で合わせる篠笛の

音色をお楽しみ下さ

い。 

10 剣舞・詩舞 剣詩舞天
てん

黎
れい

会 ３０分 12:45 ～ 13:15 

剣舞の勇壮さ、詩舞

のしなやかさをお楽

しみ下さい。 

11 自由になるために叫べ！！ 昼間 演劇部 ４０分 13:20 ～ 14:00 
吸血鬼ハンターアリサ

が最後に見たものは…。 

※「時間」および「時刻」は、演目・撤去の時間です。準備は前のプログラム終了後に行います。 


