
絵 ：２年 新納 伶斎

2019.6.8.Sat
Takeokadai High School Cultural Festival

題字：３年 小牟田 祭



<ステージプログラム STAGE PROGRAM>

Time Program
8:50-9:10 開会式「オープニングムービー（放送部作成）＆セレモニー

OPアクト「Baton Twir l ing 「座頭市」 大工園 萌理」

9:10-9:20 １ 合唱部 「あなたに届け ～Enjoy your harmony～」

"幕間 " Ｄ reamy 「私のお気に入り 」

9:25-9:45 ２ 演劇部 「Change Yoursel f」

休 憩（15分） ― 3分前には着席してください ―

10:00-10:10 ３ ３年８組「劇団ＯＫＡＸＩＬＥ」

"幕間 " まゆみょん 「君はロックを聴かない 」

10:15-10:25 ４ ３年２組「５人の美女と野獣」」

"幕間 " スラップベース脳漿炸裂ガール 「スラップベースの刻みに合わせてみた」

10:30-10:40 ５ １・２年音楽選択者 「混声四部合唱 『校歌～東天紅に～』」

"幕間 " Spade 「サンバ ・テンパラード for Saxophone quartet」

10:45-11:00 ６ 書道部 「輝～望み高き輝く人とならん～」

"有志 " Stage Program 12:00-13:00
No1 "R&M"～明日へのメッセージ～
No2 "Ａ ｂ ｂ ａ ｎ ｄ ｏ ｎ ｅ "～ルパン三世のテーマ～
No3 "BANTH"～ fish・ 二十九 ・三十 ・Wasted Nights～
No4 "みっ くすじゅーす "～片目で異常に恋してる＆Ｌ ｏ ｖ ｅ ｒ～
No5 "職員バンド ホッキーズ "～リメンバーホッキー～

13:25-13:30 "幕間 " 「かぶきずし 」

13:30-13:40 7 ３年５組「お魚くわえた阿久根くん」

"幕間 " なべ太郎 「 Hip Hop」

13:45-13:55 8 ３年７組「斉木楠雄と振り替える平成のヒットムービー」

"幕間 " Flappers 「 光と音のパフォーマンス 」

14:00-14:15 9 ダンス部「Cheerfu l」

休 憩（15分） ― 3分前には着席してください ―

14:30-14:50 10 吹奏楽部「共に奏でん201９～Let’ s make sparkl ing music together」

14:55-15:10 閉会式

※生徒は，8：3０までに体育館に集合してください。荷物は，各学級の割り当て教室に置き，

貴重品は自己管理です。保護者席は，２階にございます（１階は優先席 (整理券が必要 )です）。

２階への入り口は，8：30に開きます。



２年７組
「キラキラひかりの幻想」

２年２組
「平成３０年史」

〈食物バザー当日券販売所〉

３年１組 からあげ180円／コロッケ100円／アメリカンドッグ100円
３年３組 パン（塩メロン、フレンチ、きな粉、赤ちゃんのおちり）110円

ジェラート（ストロ、桜島小みかん、ごまアイス）250円
３年４組 カレー 350円
３年６組 フライドポテト120円／クレープ300円／ジュース100円
茶道部 お茶・お菓子 230円

茶道部「ＴｅａＴｅａ会」

雨天時 1-2は

教 室展示

１年７組
「巨大迷路」

１年８組
「PAPER BANANA」

〈令和元年度エンブレム〉

美術部

ロード

書：３年 鶴田 未来

３－１

11：00 - 13：20
Exhibition & Bazaar

（13：25 体育館集合完了です）

※校舎内は，土足禁止です。

※校内は，喫煙禁止・上記時間は施錠します。
一般の方・保護者にはピロティにて食券販売します。（※11:00～売切れまで）
数に限りがあるので，お早めにお買い求めください。 （3階は立ち入り禁止です）

３－３ ３－６

（コミュニティ広場）
食物バザー会場

飲食スペース

１－１ １－２

１年１組

「すごい(GO)想像力

(SO) 感じる(CAN)
錯視世界」

１－３ １－４

１－５ １－６

１年５組
「バルンアート
緑のへなちょこおばけ
に会いに来て～」

１年６組
「ゴールを目指して
つき進め！！」

１－７ １－８

（アプローチ広場）

（ピロティ）

華道部
「Ｔｗｉｎｋｌｅ Fｌｏｗｅｒ」

被服室

書道部文芸部

２－５ ２－６

２－３ ２－４２－１ ２－２

２－７ ２－８

２年１組
「CM＆おもしろ動画
行こう青春のその先へ」

２年３組
「ｍａｒｕ land」

２年４組
「 武 祭 」

２年５組
「2525 festival
平成から令和へ～」

２年６組
「未来は僕らの
手の中に」

ＰＴＡ物品バザー会場

文芸部 「人間万事寒翁が馬」

書道部 「書道授業選択者作品展示」

美術部 「TAKEOKADAI
わーくしょっぷ！！！」

１－２ ２年８組
「ＲＯＵＮＤ ２８！！」

３年１組 「俺のフライ」

３年３組 「としこのキラキラジェラード

＆ともひろのワイルドベーカリー」

３年４組 「TOYO’s キッチン」

３年６組 「男だけだと思うなよ～！！」

１年２組 壁画「今しかつかめない青春のかけらをつかめ」

１年４組 壁画「共に生きなん モザイク＆手形アート」

11：30～ Ｓｌｉｄｅｒｓ トロンボーンアンサンブル「アナ雪メドレー」

１－４書道部

家庭科学習内容発表

３年４組

１年３組
モザイクアート

絵：３年 宮久保 侑花

絵：３年 中釜 優花




