《ステージプログラム》
9／20（金）三星祭・文化祭１日目＜知のステージ＞
―――全体鑑賞―――

9／21（土）三星祭・文化祭2日目＜徳のステージ＞
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《連絡事項・解散》

家庭科の課題で行ったホームプロ
ジェクトを今年にかけて継続し，そ
の活動内容や結果をまとめたもの
を発表します。

書道部

ダンス部

書道部は「挑戦」をテーマに書道
パフォーマンスをします。前向きな
思いが皆さんに伝わるように頑張
ります。ぜひご覧下さい。

3年生引退後，初のステージで緊
張もありますが，楽しんで踊りま
す！盛り上がる曲ばかりですの
で，応援よろしくお願いします！

吹奏楽部

3学年職員劇

こんにちは，鹿屋高校吹奏楽部で
す。今日はお客様に楽しんでいた
だけるよう頑張りますので，最後
まで，ぜひお聞き下さい。

2年ぶりに職員劇が還ってきまし
た。今年のテーマは「信じること」。
走れメロスとアベンジャーズのコラ
ボに注目して下さい。

高校生ミュージカルヒメヒコ

かすてら

高校生ミュージカルヒメとヒコで
す。鹿屋高校から参加は3人と少
人数ですが，今回灼熱の白い花
と劇中歌の豊年節を踊ります。

私たちは，バンドグループ「かすて
ら」です。今日はMONGOL800の
「あなたに」を演奏します！ぜひ楽
しんで聴いて下さい。

2年2組
10:26

Dämmerung

すうぃ～とぽてと
僕たちはデンメルングです。僕たちは 私たちは男子3人女子3人で結
練習を始めて，まだ4ヶ月ほどです
成されたすうぃ～とぽてとと言
が，今日は一生懸命演奏するので，
います。ぜひ見に来て下さい。
ぜひ聞きに来て下さい。

《換気》

幕間⑦ベン
幕間⑧チームおヒゲ

ダンス部
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《展示紹介・諸注意・投票開始》
ステージ部門投票完了
――準備のため体育館入場禁止――
――自由観覧・体育館開場――

高校生ミュージカルヒメヒコ
かすてら
Dämmerung
すうぃ～とぽてと
CACTUS

・
お
茶
会

《体育館立ち入り禁止, 換気》
《体育館開場・展示部門投票完了》

体育館集合完了
―――全体鑑賞―――
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「君の名は。名シーンはここ!！」そん
なシーンを集め，この世では再現で
きない部分に，ちょっと遊び心をいれ
て構成しました。ぜひご覧下さい。

幕間⑤職員合奏
幕間⑥北斗七星

２－２
大人気ドラマ「今日から俺は」を鹿屋
高校版にアレンジし，仲間との友情
や絆をおもしろさを交えてお届けしま
す。最高に楽しい学園ドラマを是非ご
覧下さい。
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家庭クラブ
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２－１
私たち2年1組は，ロミオとジュ
リエットのリメイクをします。そ
んなに固い作品ではないので
楽しんで下さい。
２－３

幕間④白目がレフ板並みに白すぎる
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（表彰式～講評）

☆鹿屋高校クイズ大会☆

CACTUS

MACHA

北斗七星
白目がレフ板並みに白すぎる
今の次代にぴったりヲタ芸を
披露します。初めての人も
見たことある人も，楽しんで
見て下さい。
ベン
チームおヒゲ

こんにちはCACTUSです。
一生懸命演奏します。よろ
しくお願いします。

1年生3人，クラスも部活も違う，ダン
スを通じて知り合えた仲間で踊りま
す。三星祭を盛り上げるために頑張
ります。楽しんで見て下さい。

10代のとき，僕の一番好きなアニ
メはブリーチでした。ブリーチの
オープニングテーマを選びまし
た。Here goes nothing!

Coolish!
職員合奏
6人という少ない人数ですが，
皆さんに感動を与えるよう，精
一杯踊ります!！最後まで楽し
んでご覧下さい。

ハクナマタタ

KingGnuです。よろ
しくお願いします。
こんにちは！チームおヒゲです。
髭男好きな三人が奏でる
「StandByYou」をぜひお聴き下さ
い!！

☆注意事項☆
①体育館内では飲食禁止です。
②一般のお客様の観覧は，全体観覧時→客席後方，自由観覧
時→前方から２つめのブロックから後方での観覧となります。
③熱中症対策のため，体育館入口の暗幕は常に開けておきま
す。途中会場の状況をみて２階暗幕を開けることもありますので
ご了承下さい。
④展示会場（校舎内）は土足禁止です。
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※5問以上正解者は切り取り線で切って本部のボックスに入れて下さい。

ごあいさつ
今年の三星祭テーマから… 学校長

《展示会場および作品案内》

今年のテーマをみたとき，catchではないのと思った。
SeizeはALTのベン先生に教えてもらった。「seize the day」
直訳すれば「その日をつかめ」となるが，これはラテン
語の「今を楽しめ」を英訳したものだそうだ。となると今回
のテーマは「その瞬間を楽しめ」ということにもなる。二
日間の文化祭，思い切り楽しみたい。復活した職員
劇にも乞うご期待！
文化祭実行委員長

本 田

花 音 (2-4)

文化祭では，各HRの展示やバザー，バンド演奏等など熱いイベントが
盛りだくさんです。今年の三星祭テーマは「Seize the moment〜その瞬間
をつかみとれ〜」です。地域に根ざした最高の文化祭になっていま
す！開催にあたり，協力してくださった方々にこの場を借りて御礼申し上
げます。9月20日，21日と2日に渡って開催される文化祭を存分に楽し
んでください！

副委員長 坂 田 菜々海 (2-4)
皆さんが楽しめて思い出になるような文化祭になるようにしてい
きたいと思います。去年の経験を生かして，みなさんに喜んでい
ただける文化祭を作り上げます！クラスや部活単位でのステー
ジも見所ですよ！！ぜひ楽しんでください！
副委員長

江 口

愛 華 (1-3)

皆さんが楽しめて思い出になるような文化祭になるようにしてい
きたいと思います。そして，各クラスの努力やひとりひとりの思いが
詰まった展示やバサーを見ていただきたいと思います。

3棟

2棟

橋口 浩二郎

1階

茶道部 お茶会

1年2組 タピオカドリンク

茶道部の部員がお手前を披露
し，たてたお茶とお菓子を販売し
ます。茶道に興味のある方お茶
が好きな方はぜひお越し下さ
い。

個性が強い人が多く，いつも華
やかで明るいクラスです！文化
祭ではタピオカドリンクを販売し
ます！個性強めの１－２メン
バーに是非会いに来て下さい！

1年５組 カレーライス

1年7組 うどん・お菓子

残暑が続く中，暑い熱い文化祭で
すが，そんな時こそカレーを食べ
て，元気を出して下さい。心を込め
てカリー＆ライスを1年5組がお届け
します。

温かい・冷たいうどん２つから選
べます。お菓子は手作り。限定
５０名様までマイ箸を持参でお
まけつき！マイ箸は店員に見せ
て下さい。

保健委員会 スポーツ障
家庭クラブ
害と応急手当の方法
みそを用いた「みそ玉」 高校生が起こしやすいスポーツ障
のふるまいを行います。 害の原因・症状・予防について説明
し，包帯・三角巾・シーネを使った応
ぜひお越し下さい！
急手当を実践してみる等。

校内土足禁止

3階

1年1組 インスタ映えスポット 地理選択 世界の国調べ
テーマは，インスタ映えスポットで 夏季休暇の課題であったレ
す。３６人で作りあげた大作です。 ポートをもとに，各グループで
自分たちの個性を十分に活かし
世界の国調べを行いました。
たインスタ映えスポットなので，ぜ
ひ見に来て下さい。

1年3組 インスタ映えスポット 1年4組 巨大とびだす絵本館
今女子高生を中心に人気のイン
スタグラム!!そこから生まれたイン
スタ映え!を中心に誰でも映え写
真をとれる所を作りました！

私たちは，しかけを使った絵本の展示を
行っています。お年寄りの方から小さい
子どもまで幅広い年齢の方々が楽しめる
と思います。ぜひ，夢のようなひとときを
お楽しみ下さい。

写真部 作品展示・販売

1年6組 写真スポット

写真部が今までに撮った写真を
販売しています。体育祭での写真
や文化祭準備などの日頃は見ら
れない生徒の姿を見に来て下さ
い。

個性豊かなフレームの中から，好き
なフレームを選んで写真を撮ることが
できます。たった３回しかない鹿屋高
校の文化祭の思い出に，ぜひ一枚ど
うですか。

2棟
インターアクト部 マーケット
私たちは物で人と人をつなぎ，今
回バザーで集まった収益金は豪
雨で被災された方々に寄付しま
す。掘り出し物探しにぜひ来て下
さい。

2階
図書委員会 令和万葉集特集
＆現代の作家特集！
明治から平成までのオススメ作家を
紹介します。加えて，令和の典拠と
なった万葉集の特集も!!ぜひ見に来
て下さい！

2年6組 映画館

2年4組 ミュージックビデオ

私たちは，みんなで協力して動画
を撮影しました。内容は見てから
のお楽しみです。興味がある方は
ぜひ見に来て下さい!!

私たちは教室でビデオ上映を行いま
す。様々なジャンルのミュージックビ
デオを上映します。とっても面白いと
思うので，ぜひ見に来て下さい!!!!!

書道部 作品展示

美術部 作品展示・バザー

展示部門で書道作品の展示をし
ます。様々な書体に触れ,書の楽
しさを味わって下さい。たくさんの
ご来場をお待ちしています。

作品展示・イラスト販売を行って
います。興味のある方は多目的
教室７へ，ない方も多目的教室７
へお願いします。

2棟
PTA バザー

パン・ジュース他!
ぜひお越し下さい!!

1階

の策

2年5組 ジブリ風迷路
ジブリの映画の世界観を感じさ
せるような迷路を作りました。
是非来て下さい。

体育館入口

裏面にプログラム

Special thanks!!

文芸部 十羽一唐揚げ

テーマ

こんにちは。今年も文芸誌十羽一唐揚げを作製しました。体育館入口にて
無料配布しています。ぜひお取り下さい。

パンフレット題字 柿元 彩菜（2-2）篠原 久瑠実（2-6）書道部
パンフレット表紙 廣 明里紗（2年3組）美術部

松崎 斗磨・田島 拓海（3-6）

