
総合プログラム

ク ラ ス 企 画

 主　催　　　 企　画 場　所 ページ

中 1－A 日本の森までイッテ A !!  
中 1－B この魚、指名手配中デス！ 403・404・405 教室 17
中 1－1 Wonder of Nature  
中 1－2 日本の花とカビ  
中 2－A 天国と地獄  ～ Angel and Devil ～ 304 教室 15
中 2－B Miss. Terry のミステリー 303 教室 15
中 2－1 あ目のない屋敷 302 教室 15
中 2－2 Mr. Jet 2  ～トゥーインランド～ 301 教室 15
中 3－A 3 年 A組刑事部 407 教室 17
中 3－B えっ宇宙こないの 406 教室 17
中 3－1 炎と松本のカーニバル 410 教室 17
中 3－2  409 教室 17
中 3－3 もぎっ JOB 408 教室 17
高 1－A A-LUSH 414 教室 17
高 1－B 99.9% 脱出可能  ～ 0.1% の絶望に負けるな ～ 415 教室 17
高 1－C C 組をホットクな！ 418 教室 17
高 1－D 驚いてはいけない 24 時 309 教室 15
高 1－1 もはや、たこ焼きではない 312 教室 15
高 1－2 HOT なホットクほっとけな～い♡ 417 教室 16
高 1－3 鯛ちぇるランド 2F グリーン地帯 13
高 2－1 中野ゆう園地 313 教室 15
高 2－2 ギョーザですが、なにか？ 311 教室 15
高 2－3 トッポギ屋√nana’ e 416 教室 16
高 2－4 280 人の夢 ～ドミノに挑戦 体育館 13

ク ラ ブ 企 画

 主　催　　　 企　画 場　所 ページ

ダンス部 ダンス公演 グラウンド・ホール 11
演劇部 オリジナル作品の上演 401 教室 16
写真部 写真展示・休憩所 308 教室 14
かるた部 模擬試合・体験会 307 教室 14
生物部 植物配付・公開展示 生物室 13
漫画研究部 イラスト展示・部誌配付 物理室 13
文芸部 文芸部誌の展示 308 教室 14
美術部 作品展示・プラバン作成 美術室 10
中高茶道部 お茶会・お点前披露 作法室 15
中高茶道部 抹茶喫茶 306 教室 15
書道部 作品展示・うちわ作り 書道室 14
華道部 作品展示・階段周辺の装飾 白階段下他 13
化学部 アクセサリー作り体験・活動展示 化学室 13
弦楽部 演奏 マルパ・ホール・食堂 11
吹奏楽部 演奏 マルパ・ホール 11
混声合唱部 合唱 マルパ・ホール 11
箏曲部 演奏 マルパ・ホール 11
少林寺拳法部 演武 マルパ 10
軽音楽部 演奏 101 教室・ステージ 10
インターアクト チャリティーバザー・盲導犬グッズ販売 売店前 13
和太鼓部 演奏・体験会 マルパ・ホール 11
料理研究部 春雨スープ販売 グラウンド 10
園芸部 じゃがバター販売 グラウンド 10
ソフトボール部 部活体験 グラウンド 10
硬式テニス部 招待試合（１日目） テニスコート 10
弓道部 招待試合（１日目）・公開練習（２日目） 弓道場 10
高校剣道部 招待試合（１日目）・公開練習（２日目） 剣道場 13
中学剣道部 招待試合（２日目） 男子中学体育館 13
硬式テニス部   
ラクロス部   
バレーボール部   

応援指導委員会 ジュース販売・アイスクリーム販売 グラウンド 10
バドミントン部   
ソフトボール部      
ソフトテニス部   

委 員 会 企 画 ／ 本 部 企 画 ／ 学 年・学 校 企 画
中学生徒会 インフォメーションセンター（企画案内） 売店前 12 
赤十字委員会 ユニセフ募金・ユニセフグッズ販売 売店前 13
図書委員会 古本市 414 教室前 16
応援指導委員会 応援パフォーマンス グラウンド・ステージ 10
本部 ちびっこ縁日・各種イベント グラウンド 11
中 1・2・3 学習展示 402・403 教室 17
女子部 OGコーナー 会議室 15

探 究 活 動
高２理数コース（高２- A、高２- B、高２- C、高２- D）の探究活動は、P18,19 をご覧ください。高２理数コー

8 9

：工作などの体験コーナー ：体を動かす体験コーナー：模擬店


