
 

 

 

 

＊午前の部 9:15～12:15   会場：北谷高校体育館 

No クラス名 タイトル 
予定開始時刻 

(予定所要時間) 

1 １年７組 ピーターパン  9：15 (10 分) 

2 ２年３組 Ｔｈｒｅｅ ｔｉｇｈｔ ｓｔａｇｅ  9：30 (10 分) 

3 ３年１組 僕らのバカカッコイイ日常  9：45 （10 分) 

4 １年２組 みんなでダンシング 10：00 (10 分) 

5 ２年７組 Dancing＆Singing 10：15 (10 分) 

6 ３年６組 黒雪姫 10：30 (10 分) 

7 １年５組 線踊組(Line Dancers) 10：45 (10 分) 

8 ３年４組 北谷ガールズコレクション 11：00 (10 分) 

9 １年３組 マリオ 11:15 （ 5 分) 

10 ２年４組 農園のゆかいな少年たち 11:25 (10 分) 

11 １年６組 かさ地蔵 11:40 (10 分) 

12 ２年２組 音楽の駅 11:55 (10 分) 

13  三線演奏 12:10  (5 分) 

 

＊午後の部 13:00～15:05 

No クラス名 タイトル 
予定開始時刻 

(予定所要時間) 

14 ３年２組 太陽より輝くＳＵＮＮＹ（3-2）組 13:00  (10 分) 

15 ２年６組 浦島太郎 13:15  (10 分) 

16 １年４組 一寸法師 13:30  （ 5 分) 

17 ２年５組 伊佐川組 13:40  (10 分) 

18 ３年３組 ロミオとジュリエット 13:55  (10 分) 

19 ２年１組 シンデレラボーイ 14:10  (10 分) 

20 １年１組 MIX DANCE 14:25  (10 分) 

21 ３年７組 アナ雪 14:40 (10 分) 

22 ３年５組 スーパーギャングスター 14:55 (10 分) 
 

 
 

※台風などによる天候の悪化や、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの進行状況により各団体の演技

時刻に、大幅な変動がある場合があります。ご了承下さい。 

 発表演目 発 表 内 容 

1-1 ダンス 
4 グループに分かれたダンス。４つのダンスが楽し

める‼みんな見てね 

1-2 ダンス シグナル。がんばります！  

1-3 ダンス みんなでダンス。みんなで頑張ろう！ 

1-4 劇 一寸法師の劇やダンス。みんなを楽しませたい。 

1-5 ダンス 
2 グループに分かれてラインダンス。チームワークを

表したダンスにご注目！ 

1-6 劇 
少しだけ地藏の数を変える。少しでも人を入れるよう

工夫しました 

1-7 劇＆ダンス 
ピーターパンの劇ダンス。私たちは個性豊かな人

が多いクラスです。一生懸命頑張るので暖かい

目で見てください。 

2-1 劇（ダンス） 
男女逆の配役で演じますヲタ芸もする。一生懸命

演じます見所は舞踏会です。楽しみにしてください。 

2-2 ダンス 
男女４分のダンス。男子はかっこよく女子はかわいく

踊るので惚れてください。 

2-3 ダンス 
３つのグループに分かれダンスをする。３組はバラ

バラだけど心を一つにして頑張るので見てください。 

2-4 ダンス 
女子・男子ダンス・ﾋﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽにあわせ歌う。私た

ち２年４組はみんな仲良く楽しく頑張りますのでよろ

しくお願いします。 

2-5 ダンス 
男、男女、女に分けてダンス。男子、女子一致団

結して頑張ります 

2-6 劇＆ダンス 
劇して、ダンスは劇の中で踊る。個性豊かな２－６

で演じるいつもとちょっと違う浦島太郎をやります。 

2-7 ダンス、歌 
女子ダンス・男子合唱。クラスで一致団結して、ダ

ンスと歌を楽しみます。 

3-1 映像＆ダンス 
バカカッコイイ映像+ダンス。１組の努力の結晶の

動画です。暖かい目でご覧ください。 

3-2 歌＆ダンス＆コント 
歌・ダンス・コント・ローテーション。歌とコントを合わ

せたローテーションとなっています。皆団結して一

生懸命練習したので暖かい目で見てください。 

3-3 劇 そのままです。暖かい目で見守ってください。 

3-4 ファッションショー 
東京ガールズコレクションのまね。高校生とは思え

ないほどスタイルが良いです。 

3-5 ミュージカル 
劇＆ダンス＆映像。いつの時代も愛されるマリオ

私たちも周りから愛されるようなクラスにＳＡＮＧＯが

繰り広げる世界観!!お楽しみに 

3-6 ミュージカル＆劇 
参考：白雪姫。普通の白雪姫を元にした新しい白雪姫で

す。どうぞご覧ください。 

3-7 劇 
アナ雪の映画にアレンジを加えて再現。エルサとア

ナに注目。是非ご覧ください。 

 郷土芸能披露 三線演奏 3608 大城綾音（おおしろ りおん） 

 
舞台祭実行委員長あいさつ 
 
        生徒実行委員長 仲村 莉穏 

 皆さん、こんにちは。そして来賓の皆さん、本日はお忙しい中北

谷高校第 9 回舞台祭にお越しいただきありがとうございます。 

 舞台祭は 1 年生にとっては、高校生活の中で初めての大きな行
事で、クラスのみんなで協力していかないといけません。2 年生に

とっては、来年北谷高校のリーダーとなるために力をつけるいい機
会だと思います。3 年生にとっては、高校生活最後の大きな行事と
なります。1 年生、2 年生で経験したことを活かし、3 年生のプラ

イドを持って素晴らしい舞台にしましょう。 

 今回の第 9 回舞台祭のスローガンは、「刺激が欲しけりゃバカに
なれ ENJOY 輝け北谷プライド」です。舞台祭に向けて、私たち

は放課後みんなで道具やダンスの練習など毎日頑張ってきました。
一人ひとりの役割を果たし、最高の舞台祭になるよう頑張っていき
ましょう！そして、北谷高校生の元気パワーを活かして舞台祭を盛

り上げていきましょう！ 

  

 

あ い さ つ 

                   校長 比嘉 正二 

 なぜ人は「祭り」を行うのか。古来より、日本人は、普段通りの

日常を「ケ」の日と呼び、祭りのことを「ハレ」の日と呼んでいま

した。「ケ」の生活が順調にいかなくなることを、「気枯れ」＝「ケ

ガレ」といって忌み嫌い、「ケガレ」を落とし、単調になりがちな

生活に「ケジメ」をつけて、「ハレ（祭り）」の日を迎える。そうし

た物事の繰り返しで、日常の暮らしが成り立っているとの考え方が

あります。 

さて、みんなで何かを作り上げようとするとき、最も重要なこと

は『連携』であると考えています。連携とは、野球に例えると、『犠

牲バント』のようなもので、自ら（私事：わたくしごと）を棄て、

｢次へ」とつなぐことだと考えています。 

 舞台祭は、表現することを目的にした場なので、舞台に立って表

現する皆さんには、必ず、スポットがあたります。しかし、スポッ

トの蔭にまわって表現者を支える生徒も多いと思います。自分がど

のポジションにあっても、舞台の成功のために「連携する」という

ことを忘れないで取り組んで下さい。 

 長い人生の中でも、表舞台に立つ生徒、裏方として支える側に立

つ者がいると思います。長い人生では様々なシーンで連携の必要に

迫られます。今回の取組をきっかけとして、このことについても向

き合って欲しいと考えています。 

 クラスの夢舞台を支える友のことを忘れずに、夢輝く表現者とし

て、みなさんの素晴らしい演技に期待しています。 

 

第９回舞台祭 クラス発表 内容一覧 第９回舞台祭 ９月２９日（土）プログラム 



 

     

 

 

 

 

イラスト：２－７ 宮良 ゆみ 

 

♪第９回 舞台祭スローガン♪ 

 

 

 

   平成３０年９月２９日（土） 

午前の部 ････････････ ９:15～12:15 

午後の部 ････････････ 13:00～15:05 

 

配置図 

刺激が欲しけりゃバカになれ 

ENJOY 輝け北谷プライド 

☆トイレ（２カ所） 

・体育館内 

・普通教室棟１階 
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昼食時（ 12:15～

13:00）大会議室を

開放しています。 

イラスト・編集：２－７金城風花・宮良ゆみ・兼島美玲愛 


