
                                 

                                ポスターデザイン ３年 元田 

第１５回開邦祭テーマ ： THE 開邦彩～ What color do you choose ? ～ 

 

ごあいさつ 

                                           開邦中学校・開邦高校 校長 上原 昇   

   ご来場の皆さま、ようこそ開邦中学・開邦高校へ。 

  本日は、第１５回開邦祭にご案内したところ、交通の不便な場所にもかかわらず多数

の皆さまがご来場下さり誠にありがとうございます。 

 今年の開邦祭は「THE 開邦彩～What color do you choose?～」というテーマで開催さ

れます。生徒たちはこの１ヶ月あまり、各クラスのテーマ（内容）を決め、役割分担し、

限られた予算の中で、それぞれが工夫を凝らして取り組んできました。展示部門では、

自作映画の上映、ゲーム、占い、おばけ屋敷、活動報告、作品展などがあります。舞台

発表では、演劇、ダンス、バンド演奏、パフォーマンス、音楽発表、などがあります。 

 部活動や同好会等で日頃から活動している団体の内容では、見応えのある展示や舞台

が楽しめると思います。一方、クラスで取り組む展示や舞台では、未熟な箇所も多いか

と思いますが、生徒たちは限られた時間の中でみんな一生懸命取り組んでおり、温かい

目で激励をお願いします。バザーの部門では、かき氷、ぜんざい、ワッフル、手作りお

かし、などがあります。会場を回って一休みするときにはぜひご利用下さい。また、販

売する食べ物だけでなく、店内の装飾等にも工夫を凝らした彩りを添えていますので、

お声かけをお願いします。ＰＴＡでも、バザーを出店し、おいしい「沖縄そば」を提供

してくれるということです。余剰金がでた場合は、生徒会と熊本地震の被災者へ寄付す

ることになっていますので、こちらもぜひご利用下さい。 

 生徒のみなさん、今日はみなさんが主役です。 

 準備の段階では、時には意見がぶつかり、ときには不平不満をこぼしながら、ひとつ

の取組の成功をめざして準備してきたと思います。この一連の過程で育まれる責任感や

連帯感、創造性こそは通常の授業では得られない貴重なものです。この２日間では、こ

れまで取り組んできた成果を十二分に発揮し、生涯忘れられない学園祭にして下さい。 

 今年のテーマは「THE 開邦彩～What color do you choose?～」です。「あなたはどの

色を選びますか」という問いかけには、参観者に対してどの「舞台」や「展示」や「バ

ザー」を選びますかという質問の意味と、どの「舞台」や「展示」や「バザー」にもそ

れぞれの個性があり、魅力的ですよ、という自信が込められています。生徒のみなさん

も自分の発表だけでなく、ぜひ他のクラスや同好会の企画を参観し、多いに友情を深め

てほしいと思います。 

 結びに、開邦生一人一人のもつcolor（個性）が、集団として輝きを放つ開邦 color と

なり参観者の眼に鮮やかな彩りを残すことを願ってあいさつとします。 

実行委員長あいさつ 

３年 運天  

開邦祭へようこそ！実行委員長の運天です。年に一度の「開邦祭」。今年のテーマは、 

「開邦彩～What color do you choose?～」です。 

 今年度から開邦高校学術探究科と開邦中学校が新設されました。今年の開邦祭は、新

体制となって初めてのものとなります。例年より準備期間が短い中で、開邦生全員が力

を合わせ、個性いっぱいの開邦祭を作り上げました。新しい風を取り込んだ、新しい開

邦祭をどうぞごゆっくりお楽しみください。 

生徒会長あいさつ 

３年 嵩原  

開邦祭へのご来場、ありがとうございます。生徒会長の嵩原です。 

 「開邦雄飛」を校訓に、本校が開校してから３１年目を迎える今年度、開邦中学校の

開設や学科改編など、開邦は大きな変革を遂げました。この変革の年に、在校生として

開邦祭に参加できることを喜ばしく感じるとともに、新しい開邦をみなさまにお見せす

る先駆けとなるこの機会に責任も感じています。私たちは、新体制になってから初めて

迎える開邦祭がより良いものになるよう、企画やプレゼンテーションの段階から気合を

入れて準備を重ねてきました。新しくなった開邦の“color”を感じていただけるような

最高の開邦祭を、チーム開邦一同、全力で創り上げていきます。 

新しい「開邦彩」をどうぞごゆっくりお楽しみください。 

 

１日目 ６月１９日（日） 体育館舞台 プログラム 

時  間 団体番号・団体名・演目 

10:30～10:50 ⑩ 2年 5組 「Get Over」 

11:00～11:20 ⑨ 2年 4組 「扇の的」 

11:30～11:50 ⑧ 2年 3組 「Future～世界から『彩』が消えた日～」 

12:00～12:20 ② 1年 1組(高) 「三太郎」 

13:15～13:55 ⑯ 音楽コース 「Music is Wonderful!～音楽は感情と共に」 

14:10～14:30 ⑪ 3年 1組 「ホテルクルール」 

14:40～15:00 ⑥ 2年 1組 「現代版『白雪姫』」 

15:10～15:30 ㉗ 演劇同好会 「すみれの花をあなたに」 

 

 

 

※諸事情により開始時刻が遅れる場合がございます。ご了承ください。 

発表内容一覧表 

団体 

番号 
団体名 部門・タイトル 発表場所 

① 中１ １組 展示「縁日～平成レトロ～」 3階 3年3・6組 

②  

 

高１ 

１組 舞台「三太郎」 体育館舞台 

③ ２組 バザー「彩り開邦美味祭り」 1階ピロティー 

④ ３組 
展示「踊る大捜査線 

   ～What is the criminal?～」 
3階 3年4組 

⑤ ４組 展示「開邦彩 900秒の奇跡」 3階 3年5組 

⑥ 

高２ 

 

１組 舞台「現代版『白雪姫』」 体育館舞台 

⑦ ２組 バザー「KFC」 1階ピロティー 

⑧ ３組 
舞台「Future 

  ～世界から『彩』が消えた日～」 
体育館舞台 

⑨ ４組 舞台「扇の的」 体育館舞台 

⑩ ５組 舞台「Get Over」 体育館舞台 

⑪ 

高３ 

 

１組 舞台「ホテルクルール」 体育館舞台 

⑫ ２組 バザー「ポッフル」 1階ピロティー 

⑬ ３組 展示「脱出ゲーム・THE ESCAPING」 4階 2年1・2組 

⑭ ４組 展示「お化け屋敷・呪いの童歌」 2階 1年1・2組 

⑮ ５組 展示「占いの館・Fortune Forest」 3階 3年1・2組 

⑯ 音楽コース 
舞台「Music is wonderful! 

   ～音楽は感情と共に」 
体育館舞台 

⑰ 美術コース 展示「昭和～AirをFeelして～」 
芸術棟2階 

美術室 

⑱ 社会思想研究会 展示「活動報告・新聞展示会」 4階 2年6組 

⑲ 映画研究部 
展示「開邦高校 映画研究部  

   上映会」 
3階視聴覚室 

⑳ 文芸部 
展示「Fantasy world of literature 

   ～言葉が世界を色づける～」 
2階 1年4組 

㉑ 科学部 展示「科学部実験ショー」 1階多目的教室 

㉒ 写真部 展示「写真部作品展示会」 1階科学室 

㉓ ボランティア部 
展示「民間救急ヘリ 

   『MESHサポート』への募金」 

1階 

生徒用玄関前 

㉔ 天文部 展示「真昼の星☆真昼の夕焼け」 2階地学室 

㉕ 軽音楽部 舞台「Color of the Hearts」 中庭 

㉖ ダンス部 舞台「Difiant Pieces」 1階彫刻室前 

㉗ 演劇同好会 舞台「すみれの花をあなたに」 体育館舞台 

㉘ 茶道同好会 展示「彩の茶会」 2階中学1年1組 

㉙ 
地歴公民科・ 

理科 

展示「理科＆地歴公民科 

   生徒作品展」 
2階 1年6組 

㉚ C.LAZY kid 
舞台「Juggling 

   ～This is Only my Color～」 
1階彫刻室前 

㉛ ＰＴＡ 
バザー「沖縄そば」 1階 

生徒用玄関横 

 

 

時  間 団体番号・団体名・演目 

9:00～ 9:20 ② 1年 1組(高) 「三太郎」 

9:30～ 9:50 ⑨ 2年 4組 「扇の的」 

10:00～10:20 ⑥ 2年 1組 「現代版『白雪姫』」 

10:30～10:50 ⑧ 2年 3組 「Future～世界から『彩』が消えた日～」 

11:00～11:20 ⑩ 2年 5組 「Get Over」 

11:30～12:00 ⑪ 3年 1組 「ホテルクルール」 

12:50～13:30 ⑯ 音楽コース 「Music is Wonderful!～音楽は感情と共に」 

13:40～14:00 ㉗ 演劇同好会 「すみれの花をあなたに」 

２日目 ６月２０日（月） 体育館舞台 プログラム 

開催日時にご注意ください 

１日目 ６月１９日（日）午前１０時～午後４時３０分 

２日目 ６月２０日（月）午前 ９時～午後２時 

※土曜日は開催していません 



①1 年 1組（中学） 

昔と今を融合させた縁日、その名も『平成レトロ』！昔

懐かしの縁日と現代の文化を掛け合わせた異色のコラ

ボ！子供からお年寄りまで楽しむことが出来ます。開

邦中一期生が創り出す独自の世界観をお楽しみ下さ

い！ 

⑩２年５組 

2016年夏、文明は発達、環境破壊がくり返される

中、超高齢化社会となった日本の現代で、あの白雪

姫の末裔である主人公は代々姫に与えられる試練を

乗り越え、無事王子様とハッピーエンドに…!？ 

⑲映画研究部 

開邦高校映画研究部は今年で15周年を迎える県内

最古の映画研究部。未公開作品から全国大会出場

作品までを一挙大公開するのはこの開邦祭の間だけ!!

ギャグ、シリアス、青春、恋愛…お好みの映画を皆様に

お届けします!! 

㉔天文部 

本格的なプラネタリウム。昼の空はどうして青いのか？

夕方はなぜ赤く見えるのか？その謎がわかる!？望遠

鏡の展示もやってるよ!!気軽に足を運んでね！一緒

に星を見ませんか？ 

㉘茶道同好会 

昨年創部したばかりの茶道同好会です。部員皆で茶

のこころを磨いてきました。『彩り』をテーマにお茶会を開

催します。忙しい日常の中で、このお茶会が皆様にとっ

てこころ休まる空間になれれば光栄です。一服いかが

でしょうか？ 

②１年１組（高校） 

時は現代、日本人なら誰もが分かるあの昔話が生ま

れ変わる！「みんながみんな、英雄じゃない！」、全く

新しい桃太郎の話をどうぞご覧あれ！ 

⑪３年１組 

ホテルクルールを舞台に 1人のホテルマンが残した思い

を繋ぐ物語。経済的に厳しい状況に陥ったホテルクル

ール。このホテルを変えたのは、ある１人のホテルマンだ

った。黒一色の舞台でどんな物語が生まれるのかーー｡ 

⑳文芸部 

文芸部はテーマを意識して『色』をテーマに企画展示と

文芸誌を作成しました。部員がかなり増え、自由創作

もパワーアップしています。クーラーの効いた涼しい部屋

で色のファンタジーワールドを旅してみませんか？ 

㉕軽音楽部 

こころピョンピョン！あたまブンブン!ゆびピロピロ！うたご

えララララ！たいようキラキラ！最高 of最高なオーサ

ムステージをブチかますぜ！ジュラ紀の恐竜もびっく

り！アンもナイトもびっくり！たのしい！ 

㉙地歴公民科・理科 

前年度の地歴公民科と理科の授業で生徒が手がけ

た作品の展示をおこなっています。地歴公民科は 1年

芸術科による壁新聞、理科は 1年野外実習で作成

した壁新聞と 2年理数科の課題研究発表会のポスタ

ーを展示します。 

③１年２組 

１－２はたこ焼きを販売します！また、色の違う 5人

のウォ―リーを見付けてスタンプを集めると、たこ焼きが

100円引きされます！でも先着で人数が決まっている

ので、他の人に負けないよう頑張って下さい！ 

⑫３年２組 

ポッフルとはジャガイモで創るワッフルのことです。私たち

3年２組が創るポッフルの食感と未知なる味をお楽し

み下さい。開邦祭で食べる物がなくて困っているそこの

あなた！かき氷と一緒にお一ついかがでしょうか。 

㉑科学部 

日々の生活に隠れている『科学』や、日常では体験す

ることのできない『科学』を数種類の実験を通して楽し

く、そしてわかりやすく紹介します！子供から大人まで楽

しめる内容となっているので是非見に来て下さい！ 

㉖ダンス部 

開邦生は勉強だけじゃない！今年は一味も二味も

違うダンスで、皆さんを魅了します。普段とは違う開

邦生の一面を見たいあなた！ぜひ中庭へ COME 

ON!! 

㉚C.LAZY kid 

このチラシを見たそこのあなた!ジャグリングの一種である

ディアボロ(中国ごま)というものを私クレイジーキッドが

実演致します。ジャグリングを知っている人も知らない

人も楽しめるので是非いらして下さいね♪ 

④１年３組 

極悪犯罪者がこの開邦高校にやってきた！そこで、君

らにその犯人を見つけ出して欲しい！５人の目撃者か

ら情報を聞き出し、犯人を捜し出せ！君らの協力を

求む！ 

⑬３年３組 

とある事件によってテロリストに囚われてしまったあなた。

壊された電灯…暗闇の中せまりくるイメケンテロリスト

(嘘)…。あなたはそこから脱出できるか!？ドキドキ♡

脱出ゲームが今始まる!!((嘘)) 

㉒写真部 

私たち写真部は、今年の開邦祭テーマの『開邦彩』に

ちなんで、部員の個性あふれる色とりどりの写真を使って

モザイクアートを制作します。是非化学室までお越し下

さい！ 

㉗演劇同好会 

今日は私たちの大切な日。 

ちょっと緊張するけど、これからの時間をあなたと一緒

にすごしたいな。 

すみれの花束をあなたに・・・。 

㉛ＰＴＡ 

君たちの青春を、PTA は「おなか」から応援します！愛

情たっぷりの沖縄そば、今年も 300 円で販売！１階

生徒指導室横で待っています。みんな食べに来てくだ

さい。＊売り切れ次第終了とさせていただきます。 

⑤１年４組 

開邦祭当日、私たち 1年 4組が、900秒間の奇跡

を起こします！勉強に部活に何事にも一生懸命な開

邦生達による数々の奇跡。あなたもその奇跡の目撃

者になりませんか？ 

⑭３年４組 

神社の奥から聞こえてくる童歌。それは愛する我が子

を失った悲しみから、死んでもなおその子を探し、さ迷

い続ける母の声だった。「わたしの子を返して…」彼女

を成仏させてあげられるのはあなたです。 

㉓ボランティア部 

『救える命を救いたい！』この言葉を胸に 1 ヶ月約 800

万円という厳しい運航資金のもと活動を続ける『MESH

サポート』私たちボランティア部は少しでも手助けできる

よう、そして知ってもらえるよう募金活動を行います。 

 

⑥２年１組 

昔々、お城を追い出された白雪姫は、王子様に見初

められ、幸せに暮らしました。では、王子様のいない現

代に生まれてしまった白雪姫は、いったいどうするのでし

ょう？気になるあなたは、是非体育館へ！ 

⑮３年５組 

森が、森を呼んでいる…迷い込んだのは、いかにも怪し

い森。そしてそこであなたを待つのは、不思議なカード

を持った魔術師達。彼らがあなたをすてきな未来へと

導きます。あなたの知らないあなたが見つかるかも!？ 

 

⑦２年２組 

5 つの科で行う初めての行事なので、とことん 5 という

数にこだわりました。5味の焼き鳥と 5種のアイスを用

意しています。暑い時期、スタミナを付けたい方、涼み

たい方など、ぜひお越し下さい。 

⑯音楽コース 

人間の生命活動に音楽は必要ない。では、なぜいつ

の時代にも音楽は存在しているのか？私たち音楽コー

スは、人間の感情を表現した曲を通して、その答えと、

音楽の素晴らしさを皆さんにお伝えします！ 

⑧２年３組 

遠くない未来、とある科学者が“究極の人工知能”を

開発し、世界は一変した。しかし、完璧に思えた人工

知能にも。一つ欠陥があった～。 

⑰美術コース 

職員室を過ぎるとそこは昭和だった。子供時代のあの

日過ごした居間を抜けると、そこには古びたカウンター

席の並ぶ食堂がある。扉の先に路地裏、商店街…学

校の一室で、僕は確かに、懐かしさを感じていた。 

⑨２年４組 

私たち２年４組は、古典「扇の的」に挑戦します。平

氏と源氏が繰り広げる戦いを勇ましく、美しく、優雅に

表現することを心がけました。最後の那須与一の技は

圧巻です。是非観に来て下さい。 

⑱社会思想研究会 

私たちは昨年度訪れた国立ハンセン療養所と辺野古

基地前のデモの様子、ディベート等の活動報告をしま

す。また、日頃私たちが行っているディベートを体験で

きる話し合い形式のゲームを用意しております。 

6月 19日(日)午前 10 時～午後 4時 30分 

6月 20日(月)午前 9時～午後 2時 00分 

彫刻室

家庭科被服室 家庭科調理室

レッスン室

事務室

※　網掛けの教室は特に展示はありません。

※　トイレはこのマーク！

１年３組 １年２組 １年１組

3-4
呪いの童歌

１年４組

化学教室 多目的教室

美術・デッサン教室
美術コース

音楽室

写真部

2-2
焼き鳥

文芸部

科学部

映画研究部

茶道部
地理A・生徒

作品展

1-3
踊る大捜査線

地学教室

天文部

3－2

ポッフル

1-2

たこ焼き

２年１組２年６組 ２年３組

１年６組

３年６組

２年５組 　　２年４組

２年２組

３年３組 ３年２組1-4
900秒の奇跡

　３年４組
社会思想
研究部３年５組視聴覚

中学1年

中学1-1
縁日～平成レトロ～

3-5
Fortune Forest

３年１組

3-3
THE ESCAPING

事務室
玄関

模擬店
ＰＴＡ

４階

２階

１階

３階

４階

２階

１階

３階

職員室

正門

←  グラウンド

４階

２階

１階

３階

（教室案内図）

裏門

渡り廊下

音楽大・中・小ホール・レッスン室
音楽コース控え室 管

理
棟

生徒用玄関

体
育
館

N

図書館

グラウンド

体育館

入口

校長室

教 室 棟

渡り廊下

ピロティ

ボランティア部

舞台： 1-1，2-1，2-3

2-4，2-5，3-1，
音楽コース，
演劇同好会

家庭科被服室･調理室
バザー担当調理場･控え室

トイレは
各階の階段そば
にあります

保健室はこちらからどうぞ。

校長室前を通って１階へ降りても行けます

落とし物

はこちら

・ダンス部

・C.LAZY Kid
軽音楽

中庭


