
!!!工芸部の作品を販売しています!!!

小物や食器など部員が真心込めて作
っ

た作品をお手頃なお値段で販売してい
ま

す!! どの作品も部員たちが一生懸命作
っ

た素敵なものです。自分のお気に入り
の

コップやお皿を見つけてみませんか？

工芸部工芸部

私たちの様々な視点から切り取った世界
を観てみませんか？ みなさまのお越しを
お待ちしております。

写真部写真部

レジンで作ったアクセサリーやストラッ
プ等を販

売しています。是非見に、買いに来てほ
しいです。

手芸部

!!!
小
た
す
た
コ

工工

私
を
お今年は「はりぼての想い出」と

いう、皆川涼馬先生が書き下
ろしてくださった創作台本を
上演します。とある高校の文
化祭を舞台に、笑いと涙と切
なく、そして美しい青春劇を力
いっぱい届けます。部員一同、
一丸となってつくりあげた舞
台、ぜひ見に来てください。

演劇部

レ
売

手

演劇部

薄茶とお菓子をご用意し
て、お茶会を開きます。部
員が浴衣姿でおもてなし
しますので、皆さまぜひ、
作法室にお越しください。

茶道同好会

これまで発行した新聞を掲示していま
す。是非お気軽に見に来てください。

新聞局

札幌大谷高等学校  生徒会

2019年
7月11日㈭
12日㈮

13日㈯

オープニングセレモニー・4年ダンス・パフォーマンス甲子園①・中夜祭 他
音楽科発表・生徒会企画・パフォーマンス甲子園②・ゲストイベント・
校内公開 他
【一般公開】
模擬店・5年教室発表・喫茶・クラブ発表・音楽科発表・各種再演 他

日　

程

7月10日（水）
朝　礼

7月11日（木）
朝　礼

8:50～9:40

15:10　終礼

7月12日（金）
朝　礼

移動・入場
8:50～9:15

9:15～9:35

7月13日（土）
朝礼→掃除

18:30　一般生徒下校完了 18:30　一般生徒下校完了 18:30　一般生徒下校完了

16:30　最終下校指示

《2019年度　学園祭　全体日程予定》
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15:10　終礼

生徒会リハーサル

9:40～11:00
4年ダンス発表リハーサル
①4-6    ②4-10    ③4-9
④4-4    ⑤4-3    ⑥4-5
⑦4-1    ⑧4-8    ⑨4-2

4･5年音楽科合同合唱

9:50～10:30
校内装飾部門発表

10:40～11:40
パフォーマンス甲子園②

11:40～12:00
休憩・ゲストイベント準備
12:00～12:40
ゲストイベント

一般公開
9:00～開場
10:00～喫茶・模擬店開始

クラブ発表　演劇部
9:15～10:00

クラブ発表　チアリーディング愛好会
10:10～10:20

クラブ発表　吹奏楽局
10:30～11:00

パフォーマンス甲子園再演
11:15～11:50

クラブ発表　音楽同好会
12:05～12:35

4・5年音楽科合同合唱
ダンス最優秀クラス再演
THE KARAOKE-FIGHT 決勝戦

14:00～14:30
会場係→体育館片付け
14:00～
喫茶・模擬店閉店
教室発表片付け
14:30～14:40
高校生体育館に集合
14:40～15:10
クロージングセレモニー

12:50～14:00

15:10　終礼

音楽同好会リハーサル

吹奏楽局リハーサル
16:10～16:40

演劇部リハーサル
17:10～18:00

チアリーディング愛好会リハーサル
16:50～17:00

生徒会リハーサル
18:10～19:00

外会場・模擬店等設営

15:30～16:00

掃除・体育館会場作り
13:20～14:00

校内公開(13:30～15:00）    
THE KARAOKE-FIGHT
（1体）

13:20～15:10

体育館椅子移動（高校校舎
のみ放送指示あり）・教室
移動

14:00～14:30

移動・入場・諸注意
11:45～12:00

オープニング・セレモニー
12:00～12:20

4年ダンス発表
①4-6    ②4-10    ③4-9
④4-4    ⑤4-3    ⑥4-5
⑦4-1    ⑧4-8    ⑨4-2

12:30～13:50

パフォーマンス甲子園①

※11時過ぎから順次昼食。

14:10～15:00

15:10　終礼
諸連絡・退場
15:00～15:10

中夜祭準備
15:20～15:50

中夜祭
15:50～17:00

後片付け
17:00～17:20

生徒会リハーサル
18:20～19:00

生徒会企画リハーサル②
17:20～18:20

生徒会リハーサル
18:00～19:00

パフォーマンス甲子園
リハーサル

16:10～18:00

生徒会企画リハーサル①
15:00～16:00

4･5年音楽科合同合唱
リハーサル

14:30～14:50

通常授業

昼休み
12:40～13:20

昼食・昼休み
12:40～13:20

化
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新聞局

美術科共同制作　

テーマ：「鮮麗に咲き誇る」
美術科の伝統行事、今年の共同制

作で描いた作品は、「明松桜富嶽」と

いう作品です。4年生計48名、5年生

計41名の計89名で、2週間という短

い期間の中で制作しました。サイズ

は7×9mの大迫力！ 学年の枠を超

え、絆を深め合いながら制作した共

同制作を見られるのは学園祭の間

だけです。ぜひご覧ください。

第70回  札幌大谷学園祭

18 30

私たち吹奏楽局の音楽を聴きに来ませ
んか？ 短い時

間ではありますが、聴いてくださるみな
さんに楽しん

でいただけるように、私たちも精一杯楽
しみながら演

奏します！ 是非お越しください。お待ち
しています！

吹奏楽局

美
テ
美
作
い
計
い
は
え

毎回大好評の古本市、今年も
開催します！ 雑誌バックナン
バーや先生方からの寄贈本な
どを特別価格でご提供♪ おつ
りは出ませんので、小銭とマイ
バッグのご用意をお忘れなく。
会場は本館2階の図書室です。

図書局

一人ひとりが
今まで学んで
きたことを生
かして、一生懸
命お花を生け
るので、ぜひ見
てください。

華道同好会

「明るいJ-POP特集!!」
今回の発表では、誰もが知っているJ-POPを選びました！ 
楽譜から独自に編曲した曲もあり、楽しい3本立てとなって
います！ ぜひ、皆さん口ずさみながらお聴きください。

音楽科4・5年合同合唱

美術科共同制作美

みなさん、こんにちは。今年は総勢27人で華
やかで元気いっぱいな舞台をお届けします。一
般公開のみの発表ですので、その1回で練習
の成果を発揮できるよう、頑張ります!!

チアリーディング愛好会

茶道同好会

12:05からステージで
ライブやります。ぜひ
見に来てください。

音楽同好会

私たち書道部は、一般公開日に
書道パフォーマンスをさせてい
ただきます。部員一同、元気にパ
フォーマンスしますので、ぜひ見
に来てください！

書道部

美術部では、部員
が丹精込めて制作
した作品を展示し
ています。模擬店
やクラス発表の後
にゆったりと作品
鑑賞してみません
か？ お待ちしてい
ます！

美術部

奏します

り
バ
会

書道部

皆さん、競技かるたをご存じですか？ 
「何それ？」と思う方も、「もちろん
知ってるよ！」という方も、かるた部の
展示に足を運んでみてはいかがで
しょうか！ かるたについての掲示はも
ちろん、かるたに挑戦してくださった
方には景品が…！ 競技かるたが熱い
夏です。この機会をお見逃しなく！

競技かるた部

こ
す

新新

マンガ・アニメーションに関する

グッズを販売しています。今年は

アクリルキーホルダー、缶バッジ

などに加え、部員の絵を集めた

本も販売します。お気軽に足を運

んでいただけるとうれしいです。

マンガ・アニメーション同好会


