
～博覧会発表紹介～ 

美術部 
美術部展 

＠多目的 4 

美術部員が描いた、風景画や抽象画などの

様々な作品を展示します。来てくれた方に

はポストカードを配布します。ぜひ見に来

てください！ 

写真部 
写真部 2022 

＠多目的 4 

多目的 4 で写真を展示しています。 

文芸部 
文芸部 2022 部誌配布会 

＠多目的 4 

知る人ぞ知る文芸部の本業、部誌配布で

す。ジャンルや形式にとらわれない、フリ

ーダムな部誌 4 種に仕上がっております。

実は表紙にも工夫が……？ 

家庭科研究部 
ようこそ！カテケン工房へ 

＠ＬＬ教室 

うさぎや花の街。家庭科研究部の今年の作

品にいやされに来ませんか？普段の活動

の内容も分かっていただけると思います。

ぜひ LL 教室へ！！ 

英会話部 
KOYO－TIMES 

＠ＬＬ教室 

私たち英会話部では英字新聞を和訳した

り、それぞれの話題について調べて訳しま

とめるという作業を行いました。 

【体育館クラス発表公演スケジュール】 

9月 9日（金）               9月 10日（土） 

 

101   杪
びょう

夏
か

の懺 劇
トラジェディ

  ◇そ 映画 102  国際カジノ科  ◇そ カジノ 

高校一年生の夏、クラスメイトが死ん

だ。その夏の終わり、主人公瀬川涼介

は友人の立花ゆいに協力を仰がれ、真

実を知るための話し合いを始める。続

きは是非劇場で！本格学園ミステリ

ーいざ開幕！ 

我らが向陽に新しい学科が出来

た！？世界を飛び回っていろいろな

国のカジノとゲームを楽しもう！世

界一のカジノプレイヤーになるのは

誰だ！？ 

103 ◇そ アドベンチャー 

GORILLA×MISSION 

104 ◇そ 脱出 

囚われしえり姫 

105 ◇そ 競馬 

ウマ漢~プリンセスダービー~ 

106 ○展△ゲ  

祭なんて本気でやってどうするの 

107 ○展△ゲ  

あたま回転ずし 107 号店 

超極悪人がゴリラを使ったある

実験をしている島に迷い込んだ

あなたたち。危険な試練を乗り

越え、超極悪人の欲望を止めろ。

そして島から脱出しろ。幸運を

祈る。 

毎月 9,0 がつく日にさらわれる

とうわさの絶世の美女えり姫。

え？！もしかして今日は…？！

城に隠された謎を解き、えり姫

を助け出せ！ 

馬漢それはコスプレを極めし漢

たちの熱い魂のぶつかり合いで

ある。選ばれし 8 人の男たちが

駆ける地 1 年 5 組！この勝負い

や戦を見逃すべからず！皆この

地に集い賭け狂おう！ 

皆さんは今年の夏祭りに行けま

したか？行った人も行けなかっ

た人も、106 開催の夏祭りでの

射的やボールすくいなどの屋台

や、浴衣を着ての写真撮影など

で夏祭りを思いっきり満喫しま

しょう！ 

この店を回る寿司には謎解きが

隠されている。謎解きを解いて

ポイント（金額）を稼ごう！寿

司を食べ、謎解きを制し、1番に

輝くのは誰だ！？※スマホを持

参してください。寿司はレプリ

カです。 

108 △ゲ  

忍者 ZX－108R 

109 ◇そ カジノ 

梶野邸 

201（大講義室）△ゲ  

Wildhouse 

202 △ゲ  

CRUISE TO SAVE 

203 △ゲ  

精選空気読 B 

108 の教室では 3 つのアトラク

ションを楽しむことができま

す！ゲームをクリアしながら謎

を解くヒントをゲット！謎を解

いて捕らえられた姫を助けにゴ

ールをめざせ！！待ってます！ 

あなたは、街で有名な豪邸に住

んでいる梶野さん。ギャンブル

大好きなあなたのために、使用

人たちがカジノパーティーを開

いてくれたよ！4 種のゲームを

遊び尽くして、ランキング 1 位

になろう！ 

「あなたはここで何を賭けます

か…？」大講義室にて本格的カ

ジノハウスを開催します！ポー

カー、大富豪等トランプゲーム

やルーレット、スロットなど沢

山のゲームがあるので是非来て

ください！ 

ここは深いジャングルの奥地。

動物達から未知のウイルスが検

出され、森の生命が危機に陥っ

ていた！特派員は船に乗って、

ウイルス殲滅へと向かう。動物

達を救うには君の力が必要だ！ 

全米を震撼させた...やつらが

帰ってくる ...ついに日本上

陸...どんなに気まずい雰囲気

でも、絶対に笑うな！その卓越

した頭脳を使って空気を読

め！！精選空気読 B...Coming 

soon．．． 

204 △ゲ  

20／4 等分の花嫁 

205 △ゲ  

とらわれの点 P 

206 △ゲ  

ギネスにしやがれ 

207 △ゲ  

bottom of the sea 失われた秘宝 

208 △ゲ  

THE SHARK 

恋、足りていますか？桜の降る

日、あなたは運命の人と出会う。

夏祭り、秋の散歩、クリスマス。

2 人の仲は相手を思う心の大き

さで決まります。ぜひ 204 に来

てあなたの恋、実らせてくださ

い。 

突如攫われてしまった点 P。あ

なたはそんな点 P を助けに行こ

うとするも、いくつもの障壁が

現れる。救わなければならない

やつがいる。復讐に燃える戦士

は目の前のミニゲームに挑んで

いく… 

来たれ☆206！北棟 4F アルプ

スへ。どこか見覚えのあるゲー

ムで向陽生がギネスに挑戦！？

立ちはだかる記録に君は立ち向

かえるか？206 にて君の挑戦を

待つ！ 

#206 #ギネス王に俺はなる 

ある国の姫から依頼を受けたあ

なた。その依頼とは数々の試練

を乗り越え、盗まれた姫の大切

な宝石を海賊から取り返すこ

と。何が起きるかわからない、

謎に満ちた海底の冒険が今、始

まる。 

この冒険は、マグロの一本釣り

中に、巨大サメに食べられると

いうストーリーから始まりま

す。巨大サメの腹の中をボート

で進み、手下のサメたちを倒す

というハラハラな冒険に挑戦し

てみませんか？ 

209 ◇そ シューティング 

地歴ウォーズ 

301（体） □劇  

Arabian Twilight 

302（体） □劇  

パート・オブ・ユア・ワールド 

303（体） □劇  

STAND BY ME ドラちゃん 

304（体） □劇  

Girl & the Beast 

時々社会科教師は己の科目が強

いと過信する。例えば地理教師

は地理を崇拝しているが世界史

のことは頭にない。逆も然りだ。

そんなある日、2 人の社会教師

がお互いの科目について議論し

ていた、が？ 

いつまでも語り継がれる"アラ

ビアン・ナイト"その黄昏時
ト ワ イ ライ ト

には

何があったのか―行商人のジー

ニーは、ある日願いを叶える妖

精に出会う。大切な人を守るた

め、彼は世界征服を企む悪に立

ち向かうが… 

大変ですぞ！アリエルが人間の

王子に恋をしたのです！海の底

の生活が 1 番だというのに…。

おっと申し遅れました！私セバ

スチャンです。アナタも私と共

にアンダー・ザ・シーへ向かい

ましょう！ 

おばあちゃんにお嫁さんを見せ

る為未来の結婚式に行く少年の

び太とドラえもん。しかし新郎

の青年のび太がいない！？おば

あちゃんとの約束を守る為奮闘

する少年のび太とドラえもんの

物語。 

町娘ベルが迷い込んだのは、お

しゃべりな燭台やティーカッ

プ、そして“野獣”が住むお城。

最初は野獣を恐れていたベルだ

が、互いの優しさを知り、惹か

れあっていく。これは、真実の

愛の物語―。 

305（体） □劇  

龍一の國 

306（体） □劇  

バケモンの子 

307（体） □劇  

ザ・ハイスクールミュージカル 

308（体） □劇  

西都市恋噺 

309（体） □劇  

音楽はいつまでも 

名門男子校・海帝の生徒会長を

夢見てきた赤木龍一らの前に突

如、女子校との合併という大き

な壁が立ちはだかる。友情と裏

切り、そして初の女子候補者…

日本一熱い生徒会長選挙が幕を

開ける！！ 

ひとりぼっちの少年九太がバケ

モノの世界に迷いこんでしま

い、そこでバケモノ熊徹と出会

う。そこで起こる様々なハプニ

ングを切り抜けることは出来る

のか！？体育館へ急げ！！ 

バスケ部のキャプテンのトロイ

と転校生のガブリエラは運命的

な再会を遂げ、イースト高校に

嵐が巻き起こる。歌う楽しさを

知った 2 人は、スポットライト

に飛び込み、感動のフィナーレ

を迎える！ 

物語の舞台は NY のウエストサ

イド。少年たちの縄張り争いが

激しさを増し、混沌としていた。

そんな中、運命的な出会いを果

たしたマリアとトニー。その出

会いが、禁断の愛の始まりだっ

た… 

舞台はメキシコの死者の日。家

族から音楽を禁止されたミゲル

はひょんなことから死者の国へ

迷い込む！そこで出会ったガイ

コツのヘクターの正体とは！？

音楽がつなぐ家族の絆の心温ま

る物語。 

ポスター展示 北棟３・４階 

9:40 – 10:10 304  9:10 –  9:40 306 

10:20 – 10:50 301   9:50 – 10:20 309 

11:00 – 11:30 303  10:30 – 11:00 302 

11:40 – 12:10 302  11:10 – 11:40 307 

12:20 – 12:50 306  11:50 – 12:20 303 

13:00 – 13:30 308  12:30 – 13:00 305 

13:40 – 14:10 305  13:10 – 13:40 301 

14:20 – 14:50 307  13:50 – 14:20 308 

15:00 – 15:30 309  14:30 – 15:00 304 

     

(体)・・・体育館  無印・・・各教室   

△ゲ …ゲーム・アトラクション □劇…劇 ○展…展示 ◇そ …その他 

 

クラス PR （向陽生のみ閲覧可能です。） 

1 年生  2 年生  3 年生  

https://drive.google.com/drive/folders/1-pBOc7I_fv-ptBYwbN9E8bGH5ZsG5psg
https://drive.google.com/drive/folders/1-pBOc7I_fv-ptBYwbN9E8bGH5ZsG5psg
https://drive.google.com/drive/folders/1puQWpNSIULtTEQ8cb6p-CmJJwBxMACmC
https://drive.google.com/drive/folders/1puQWpNSIULtTEQ8cb6p-CmJJwBxMACmC
https://drive.google.com/drive/folders/1LbyJYIxT54VsDU1kpeu1BE11so7LBGh7
https://drive.google.com/drive/folders/1LbyJYIxT54VsDU1kpeu1BE11so7LBGh7
https://drive.google.com/drive/folders/1puQWpNSIULtTEQ8cb6p-CmJJwBxMACmC
https://drive.google.com/drive/folders/1LbyJYIxT54VsDU1kpeu1BE11so7LBGh7

