ごあいさつ

生徒会⾧挨拶
校⾧ 宮城

薫

ご来場の皆さま、ようこそ開邦中学校・高等学校へ。

生徒会⾧ 大屋

本日は開邦祭へのご来場、誠にありがとうございます。生徒会⾧の大屋です。

本日は、第１７回開邦祭にご来場下さり、誠にありがとうございます。

今年度は開邦高校創立３３年目であり、学術探究科、芸術科、中学校の

今年の開邦祭は「３shine KAIHOO 祭 ～３３年目の INNOVATION

３つの科が 3 学年揃う、開邦の新たな歴史が刻まれる最初の年です。まさに

～」のテーマで開催されます。生徒たちは新学期早々から、開邦祭のテーマの

「改革(innovation)」の先駆けとも言えるこの年に行う開邦祭に向けて、私達

選定、そしてクラス・コース・部や同好会の出し物（テーマ・内容）を決め、そ

は各学級や学年の特色を最大限に生かし、時には先生方も巻き込んで全員

れをプレゼンテーション審査での承認を経て、役割を分担し、限られた予算の

が一丸となって準備を重ねてきました。今年も展示部門や、舞台発表部門、

中で、それぞれが工夫を凝らして取り組んできました。

バザー部門といずれの部門にも様々でワクワクするような仕掛けや工夫を施し、

発表は、クラス、音楽コース、美術コース及び部・同好会で展示部門・舞

ここでしか体験することのできないものにしました。ご来場の皆様には、普段はな

台部門・バザー部門等で行われます。詳しい内容はパンフレットをご覧下さ

かなか見ることのできない開邦の「太陽(sunshine)」のように明るく賑やかな様

い。是非子どもたちへの熱いエール・喝采をお願いします。また、ＰＴＡでも、

子や雰囲気を知ってもらい、開邦に対する皆さんの少し固いイメージを払拭す

バザーを出店し、おいしい「沖縄そば」を提供してくださるということです。こちら

るような２日間を披露します。どうぞ最後までごゆっくりとお楽しみください。

も是非ご利用下さい。
生徒のみなさん、開邦祭は生徒が主役です。
これまでやってみてわかるように、開邦祭の出し物を考え、作り上げていく作
業には大変な困難が伴ったと思います。この困難を乗り越える力はチームワー
クです。

～
１日目
時

体育館舞台プログラム

～

６月１６日（土）
間

団体番号・団体名・演目

10:00 ～ 10:20

③

中学３年１組 「CHANGE」

10:35 ～ 10:55

⑪

高校２年４組 「ピーターパン」

11:10 ～ 11:30

⑥

高校１年３組 「DRUM KAO ～熱いビートを魂に刻め!～」

11:45 ～ 12:05

㉕

演劇同好会 「プレゼン・教育改革最終思案」

13:00 ～ 13:40

⑯

音楽コース 「Sound of Music」

13:55 ～ 14:15

⑮

高校３年４組 「源氏物語」

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

14:30 ～ 14:50

⑤

高校１年２組 「開邦王」

下さい。

15:05 ～ 15:25

⑫

高校３年１組 「SA・SA・SAND」

準備の段階では、時には意見がぶつかり、時には不平不満をこぼしながら、
本番での成功をめざして取り組んできたことと思います。この一連の過程でチ
ームワークが生まれ、友達と協力して一つのことを成し遂げる成就感・達成感
を味わうことができるものと思います。
今日、明日とこの２日間、各自の仕事分担を確実に行い、連携してこれ

ま た 、 今 年 の テ ー マ は 「 ３ shine KAIHOO 祭 ～ ３ ３ 年 目 の

実行委員⾧挨拶
開邦祭生徒実行委員⾧ 比嘉

INNOVATION～」です。創立３３年目の開邦高校は中学校を新設し３
年目を迎えすべての学年が揃い、高等学校は去る３月理数科・英語科を

２日目
時

６月１７日（日）
間

団体番号・団体名・演目

9:00 ～ 9:20

⑮

高校３年４組 「源氏物語」

9:30 ～ 9:50

⑤

高校１年２組 「開邦王」

10:00 ～ 10:20

⑫

高校３年１組 「SA・SA・SAND」

10:30 ～ 10:50

⑪

高校２年４組 「ピーターパン」

11:00 ～ 11:20

⑥

高校１年３組 「DRUM KAO ～熱いビートを魂に刻め!～」

という大きな変化を遂げた私達の学校にとって、今年は全ての学年がそろう最

11:30 ～ 11:50

㉕

演劇同好会 「プレゼン・教育改革最終思案」

初の年であることからきています。普段は、真面目だとか、固いだとか、勉強の

12:35 ～ 13:15

⑯

音楽コース 「Sound of Music」

イメージが強い開邦生ですが、この開邦祭が、皆さんの中のそのイメージをイノ

13:30 ～ 13:50

③

中学３年１組 「CHANGE」

第 17 回開邦祭へのご来場、誠にありがとうございます!!今年の開邦祭
のテーマは、「３shine KAIHOOO 祭～33 年目の INNOVATION～」で
す。このテーマは、開邦中学校の開校および開邦高校の学術探究科の設立

ベーションできる良い機会になると思います。今日の開邦祭の成功のために、
各クラス、団体で協力して準備をしてきました。それぞれの出し物は、開邦生
の個性が輝くものになっているでしょう。ご来場の皆様、先生方、私たち生徒
全員で楽しんで、素晴らしい開邦祭を作り上げていきましょう!!

廃科し、今学年度学術探究科・芸術科の２学科体制が整った年です。本
校にとって今学年度は、開邦中学校・学術探究科を設置して３年目、光が
輝く希望と変革の３年目、新たな変革へのスタートの年です。第１７回開
邦祭がその変革の年にふさわしい学園祭になることを期待しています。

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。

中学１年１組

場所:２階１-３・４

２年１組

場所:４階２－１・２

３年４組

場所:体育館

茶道部

場所:２階中学２－１

【展示】呈茶席

演劇部

場所:体育館

【展示】めんそ～れ～我らの3shine中1

【展示】迷story3

【舞台】源氏物語

【舞台】プレゼン・教育改革最終思案

～縁日革命～

誰もが１度は見たことがあるあのCMやあの

古典中の古典、日本文学史上最高傑作と称さ 美味しいお菓子とお茶で一息つきませんか? 「ダリィ～」「ネミィ～」「カエリテェ

入るとそこは、見たことのない世界?!我ら 動画を、２年２組が開邦生バージョンにリメ れる源氏物語。王朝文化最盛期の宮廷貴族の 初日は１０時から１４時、２日目は9時から

軽音部

場所:屋外円形ステージ

【舞台】A NEW STAGE OF LIVE
軽音部は今年も野外ライブを開催!! 日

～」。教室にはびこるけだるい空気を払拭す 頃の勉強の鬱憤を存分にぶつけて楽しい音楽

中１の夢、希望、想像を詰め込んだ、めんそ イク!…ここでそこのあなたに質問です。賢 生活を優雅かつ克明に描いたとも言われるそ １３時の間、二階の中学二年生の教室で呈茶 るため、日本教育科学総合研究所が考え出し を奏で、キレッキレの演奏で開邦祭を盛り上
～れ～我らの3shine中１～縁日革命～みなさ 者は２日しかない開邦祭で２年２組に行くの の実、ただの光源氏のハーレム物語!?雅で 席を行います。浴衣の部員が一期一会の心で た究極の教育改革案とは一体…?

げます!

んぜひ２階１－３・４の教室にめんそ～れ～ を迷いますか?・・・迷わない。行くの。

優艶な古典の世界へご招待。

精一杯おもてなしします。

ます。ぜひご覧下さい!

中学２年１組

音楽コース

ボランティア部

場所:２階１-１・２

【展示】脱shine～開邦からの挑戦状～

２年２組

場所:ピロティ

【バザー】Ⅱnnovation

私達中学2年1組は、「脱shine～開邦からの 私たち2年２組は、焼き鳥・おにぎり・ぜん

場所:体育館

今回の開邦祭で私たちボランティア部は「輝 「世界の車窓から」は短期・⾧期留学経験者による 今回のテーマの一部に「sunshine」が入っ

します。腹が減っては祭りは楽しめません! ミュージック』を歌や吹奏楽でお届けしま

Sun」という団体 各国の紹介展示コーナーです。北アメリカ、EU、

への募金呼びかけを行います。子ども食堂に

学2年生をぜひ、見に来てください。

で腹ごしらえをしていってください!

たも歌いたくなる!

を知って下さい。

中学3年1組

２年３組

美術コース

社会科学研究部

【舞台】CHANGE

場所:４階２－３

【展示】３shine劇場

場所:屋外生徒玄関前広場

「ドレミの歌」や「エーデルワイス」など

Yellow ｓ

場所:芸術棟２階

【展示】Chart to the New World

【展示】世界の車窓から

ダンス部

【展示】輝き子ども食堂 Yellow's Sun

で、去年から成⾧しパワーアップした私達中 開邦祭をエンジョイするためにも、ぜひここ す。このミュージカルをみた後、きっとあな ついてのポスター等も掲示中です、ぜひ現状

場所:体育館

国際交流分野 場所:３階３－４

【舞台】SOUND OF MUSIC

挑戦状～」という謎解きゲームを行います。 ざいを提供する屋台「Ⅱnnovation」を開店 様々な名曲を生み出した映画『サウンドオブ き子ども食堂
高校1年1組、2組の2クラスを使って行うの

場所:１階ホール

場所は中庭の円形ステージで行い

場所:中学３－１

オーストラリア、アジアなどの様々なブースに分か
れて、写真やご当地グッズの紹介をします。開邦祭
初の試みです。Join us!

写真部

場所:３階ホール

【展示】社会科学研究部と一緒にカジノ法案 【展示】輝くKAIHOO部活生

【舞台】Sparkly sparklier sparkliest
ているので、「輝き」と「輝いて」をかけ
て、「sparkly」という単語を使いました。
楽しい振り付け、明るい笑顔で踊りますの
で、ご観覧よろしくお願いします。
PTA 場所:生徒玄関横
【バザー】『沖縄そば』

大学受験を間近に迎えた高校三年生の主人公 皆さんも一度は見たことがあるあの動画、あ 世界中で有名な冒険家であるあなたは、自分 を体験しよう♪

勉強だけではありません!灰色の校舎で輝く 皆さんの青春を、PTAは「おなか」から応援

雅人。日々勉強に励む雅人だが、合格に囚わ のCMを2年3組がやると…?オリジナルの動 の船の一室ではじめて海に出たときのことを IR推進法案、通称カジノ法案をあなたはどれだけ

KAIHOO生。部活をエンジョイしている開邦 します!愛情たっぷりの沖縄そば、今年も３

れるあまりその努力は裏目に出てしまい…

画も作成しています!ぜひ、３shine劇場へ

…。“本当に大切なもの”を見つけた彼が選ん お越しください!
だ運命とは!?
１年１組

グや不思議な生き物・・・。さあ冒険の海へ
いざ出発

場所:ピロティ

２年４組

場所:体育館

【バザー】サンシャイン食堂～空前絶後の三 【舞台】ピーターパン
色丼～

天文部

を愛し、料理の神に愛されたクラス。そう我らこそ INNOVATION!ピーターパンとウェンディ
は１－１、サンシャイン堂!!イエーイ!!!は
い、私達１年１組は明るく楽しく、三色丼と飲み物
を販売しています。

場所:体育館

【舞台】開邦王

場所:２階放送室

【展示】プラネタリウム
夜空を眺めることができます。なんという
「非」日常。是非、二階放送室まで足をお運

たちが織りなす成⾧劇をぜひ、体育館に足を び下さい。
はこんでご覧ください!

３年１組

場所:体育館

【舞台】SA・SA・SAND

科学部

場所:１階多目的教室

【展示】液体窒素の秘密～-195.8℃の世界～

あらゆる知識を極めたものは誰だ!!無駄な サンドウィッチを愛してやまない女子高生、 今回の開邦祭では、マシュマロを凍らせた
知識自慢8人が、沖縄の頭脳No.1を目指して 三戸いちごは、いつも通っているコンビニの り、液体酸素やドライアイスを作り出してみ
今戦う!!

サンドウィッチが毎回ある男子に先取りされ たり、花を凍らせてみたり、液体窒素にパイ
ていることに気づいた。サンドウィッチから プを入れてみたりと、液体窒素を使った様々
始まるドタバタラブコメディ、ここに開幕! な実験を行います!

１年３組

場所:体育館

【舞台】DRUM

KAO～熱いビートを魂に

３年２組

場所:３階３－１・２

映画研究部

場所:３階視聴覚室

【展示】ニガサナイ～トイレの花子さん in

【展示】ONE

刻め～

KAIHOOO祭～

皆さん、映画はお好きですか?私たち映画研

1年３組は太鼓を披露します。無音から始まり、

MORE 映画上映会

K高校では。ある事件をきっかけに夜な夜な女子ト 究部は、自分たちで制作した映画を3階視聴

POPな音楽やソーラン節を演奏します。迫力のある イレから少女のすすり泣く声が聞こえるという。そ 覚室にて上映します!他ではあまり見ること
演技で太鼓だけでなく、観客の心を打つことでしょ して現在、次々と生徒が行方不明になっている。次
う!（笑）ぜひ、見に来てください。待ってます! 花子さんに狙われるのはあなたかもしれない…。

1年４組

場所:ピロティ

３年３組

場所:３階３－３

が出来ない映画研究部の活動を、ぜひ一度覗
いてみてください!3、2、1、CUE!!
文芸部

場所:３階３－６

【展示】ChinaにItaly手を取り踊り開邦

【展示】占いの館３３

Hey ho!!はじけろ全コーン!!

3年3組は、3種類の占いをします!!どんな 文芸部では、作品展示や文芸部誌『つぼみ』

「China」と「Italy」が「手を取り踊」ったピョー 占いをするかは、来てからのお楽しみで

【展示】作品展示withゲームコーナー
の配布の他、オリジナルシナリオでのTRPG

ザという「innovation」な食べ物と、「開邦」全校 す、、、♥おみくじもあります!3年3組に来 や人狼ゲーム文芸部リメイクバージョンが遊
と「Hey ho!!」したくなる「はじけろ全（ポッ
プ）コーン」を食べて開邦祭を楽しもう!!

て、あなたの運勢を占ってみませんか??※ べるコーナーを設置しています。詳しくは文
占いの結果については責任を負いません。

本法案の持つ楽しさや課題について考えてほしいと
思っています。

私たち2年4組は劇「ヒーターパン」を上演し 夜空・星空。真昼間の校舎内で、夏の沖縄の

空前絶後のおぉぉぉ、超絶怒涛の三色丼。料理の神 ます。テーマは子どもから大人への

１年2組

思い出します。思いがけず出会ったハプニン 知っていますか?当ワークショップでは部員からカ 生の姿を、ぜひ見に来てください。青春の1
ジノ法案の説明を受けた後、簡単なゲームを通して

芸部の展示教室まで!（一部予約制）

ページがそこにある!～３階・ホール～

００円で販売!生徒用玄関で待ってます。み
んなで食べに来て下さい!※売り切れ次第終
了とさせていただきます。

