
平成 29年度 文化祭クラス企画一覧 （生徒会より） 

 １  年 ２  年 ３  年 

１

組 

発表系部門 「美女で野獣」 

場所 １－１ 

内容 野獣と西高生の出会いが２人の運命を変え

る！ 

展示系部門 「謎とき創世アドベンチャー 

聖書の果てまでイッテ旧！」 

場所 ２－４ 

内容 聖書の世界を元にした、冒険アドベンチャー 

発表系部門 「High School Musical」 

場所 体育館 

上映時間 10:00～10:30、13:30～14:00 

内容 ダンスから生まれる友情 

２

組 

展示系部門 「１－２のゴルフ」 

場所 １－２ 

内容 教室でパターゴルフ！ 

展示系部門 「暗黙の人狼遊戯
ゲーム

」 

場所 社会科教室 

内容 人狼ゲームとミステリーのコラボレーショ

ン 

発表系部門 「美女と野獣」 

場所 体育館 

上映時間 11:00～11:30、13:00～13:30 

内容 「美女と野獣」のミュージカル 

３

組 

発表系部門 「不思議の国のアリス」 

場所 体育館 

上映時間 9:30~10:00、12:30~13:00 

内容 現代風アリスの大冒険！ 

展示系部門 「おいでよキャラクターの森」 

場所 ２－３ 

内容 様々なキャラクターのミニゲームでポイン

トを稼ごう 

展示系部門 「A warning shout」 

場所 ３－２、３－３ 

内容 病院もの、今までとは違った「怖さ」を追求 

４

組 

展示系部門 「みによんパーク」 

場所 １－４ 

内容 人騒がせなミニオン達のゲーム大会 

展示系部門 「Phantom thief 

～ 美術館からの脱出 ～」 

場所 ２－１、４Ａ教室 

内容 怪盗になって、美術館から脱出！ 

発表系部門 「M ステ ver.３－４」 

場所 体育館 

上映時間 12:00～12:30（1 回公演） 

内容 ダンスに興味のない主人公は、踊るようになる

のか 

５

組 

発表系部門 「くりえいた安津ファイル」 

場所 １－５ 

内容 様々なジャンルの映像を１つの番組に！ 

展示系部門 「Wonder 廃 school 

～ 終わらない復讐 ～」 

場所 ２－５、２－６ 

内容 お化け屋敷と脱出ゲームのコラボレーショ

ン 

発表系部門 「Disney Musical」 

場所 体育館 

上映時間 10:30～11:00、14:00～14:30 

内容 不思議な世界をディズニーのキャラクターと

冒険 

６

組 

発表系部門 「Taki Tube」 

場所 １－６ 

内容 Taki Tuber が様々なジャンルの動画をご提

供！ 

発表系部門 「村溜りボンド 

～ CM 演じてみました ～」 

場所 ４Ｃ教室 

内容 ＣＭ完コピ、バカっこいい動画の上映 

発表系部門 「走れメロス」 

場所 体育館 

上映時間 11:30～12:00、14:30～15:00 

内容 「走れメロス」の演劇 

７

組 

展示系部門 「嵐いないけど VS 嵐」 

場所 １－７ 

内容 ３つのゲームで高得点 get！ 

展示系部門 「人生をかけたゲーム」 

場所 ２－７ 

内容 学校でカジノ！？ 

バザー系部門 「おむすびカフェ～和すたば～」 

場所 ３－７ 

内容 和風のカフェ、おにぎりを提供 

８

組 

展示系部門 「記憶」 

場所 ３階多目的教室 

内容 学校を舞台にしたお化け屋敷 

展示系部門 「真夏の脱出（エスケープ）」 

場所 ２－８ 

内容 クイズ形式の脱出ゲーム 

展示系部門 「ポッド・シューティング」 

場所 ３－８ 

内容 動く乗り物に乗って目の前の的をシューティ

ング    
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茶道部「香久山茶会」（発表系） 

場所 作法室 

内容 お茶とお菓子を出し、茶道を味わってもらい

ます 

科学部「科学で遊ぼう」（展示系） 

場所 ３Ｃ教室、中庭 

内容 ペットボトルロケットや様々な化学実験

を行います 

美術部「美術部作品展示会」（展示系） 

場所 ５Ｃ教室 

内容 絵の展示だけでなく、来場者の方にも絵

を描いてもらいます 

合唱部（発表系） 

場所 体育館 

内容 曲は「残酷な天使のテーゼ」「奏」の２曲を発

表します！ 

吹奏楽部（発表系） 

場所 日進市民会館(２日目) 

内容 Deep Purple medley 他 

写真部（展示系） 

場所 ３階渡り廊下 

内容 モノクロ写真などの作品展示 

家庭部 ｢MORI’S KITCHEN｣(バザー系) 

場所 被服室 

内容 アーモンドプードルを使った、ワンランク上

の「リッチ・マドレーヌ」を販売！ 

販売時間は 10：00～13：30 

イラストレーション部（展示系） 

場所 ３Ａ教室 

内容 部員のイラストを掲示します！ 

イラスト冊子の配布や、ラミネートカード

の配布もあります。 

放送部「インキャラジオ」（発表系） 

場所 日進市民会館(２日目) 

内容 あのインキャラジオがスペシャル版に‼

昼休みにホールでお会いしましょう！ 

生徒会「ワッショイ祭り」(バザー系) 

場所 ２Ａ教室 

内容 フランクフルトや鯛焼きの販売、射的とヨー

ヨー釣りを行います。 

防災グループ（展示系） 

場所 ２Ａ教室 

内容 防災グッズ紹介、ポスター掲示します。地

震体験もできます。 

ＰＴＡ(バザー系) 

場所 被服室 

内容 クッキーとジュースの販売、リサイクル

品バザーを行います。 

 


