
令和２(2020)年度 第３８回八尾北高校文化祭 
   

キキセセキキ～～前前人人未未踏踏のの発発見見～～  
  

  

企画紹介パンフレット 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                表紙イラスト：2-2 山中 佑夏 

  

   令和２年１１月１９日（木）   ９時００分～１４時３０分  ステージ発表と展示と模擬店 

２０日（金）   ９時００分～１１時３０分  ステージ発表と展示と模擬店 

１４時４０分～１５時２５分  後夜祭（自由参加） 



令和２年度 八尾北高校文化祭参加グループ一覧 
 

クラス参加 

クラス 部門 詳細 場所 

１年１組 
B 模擬店 「MIRACLE FESTIVAL」（射的、お菓子） 

『Let's 射的！ 景品あるよ』 
３－６ 

展示・イベント 

１年２組 
C 模擬店 「空とぶ絨毯～A whole new world～」（回転人力シーソー） 

『まほうのじゅうたんにのってアラジンの世界を旅しよう！』 
美術室 

展示・イベント 

１年３組 
B 模擬店 「アンディハウス～前人未踏のミッション～」（ゲーム、お菓子） 

『トイストーリーの世界へ挑戦！！』 

３－２ 

３－３ 展示・イベント 

１年４組 

B 模擬店 
「４C

ヨッシー

アイランド」（ゲーム、お菓子） 

『ゲーム沢山あるので楽しみましょう』 

２－２ 
展示・イベント 

１年５組 展示・イベント 
「チャペル」（風船と石のアート） 

『映えるチャペルありますどうぞ♡』 
２－１ 

１年６組 
B 模擬店 「IMUIMULAND」（パン・お菓子・ジュース） 

『インスタ映えできるディズニー喫茶！』 
３－５ 

展示・イベント 

２年１組 ステージ 
「今日から俺は」（劇） 

『昭和高校生社会現象つっぱり八尾北でも』 
体育館 

２年２組 ステージ 
「魔法にかけられて」（劇） 

『魔法のようなひとときをお見せします。』 
体育館 

２年３組 ステージ 
「リメンバー・ミー～もう一度あなたに会いたい～」（劇） 

『ハンカチ持って見に来てね！』 
体育館 

２年４組 ステージ 
「メイちゃんの執事」（劇） 

『可愛いお嬢様とカッコイイ執事を是非見に来てください』 
体育館 

２年５組 ステージ 
「２年 5 組 並木先生！！」（劇） 

『～笑っていいとも～』 
体育館 

２年６組 ステージ 
「今日から俺は！！」（劇・ダンス） 

『２年６組のツッパリたちが暴れだす』 
体育館 

３年１組 
B 模擬店 「氷の国」（アイス、駄菓子） 

『冬のアイスをみんな食べに来てね☺♡』 
３－１ 

展示・イベント 

３年２組 映像 
「男子高校生の日常」（映像） 

『だらだらとお送りする日常』 
会議室 

３年３組 映像 

「さんくみだけ見て～MUSIC VIDEO ３の３～」（映像） 

『岡崎体育の MUSIC VIDEO を再現しました！クラスみんなで協力し、

笑顔で撮影した元気いっぱいのの MUSIC VIDEO です！』 

会議室 

３年４組 ステージ 
「HIGH SCHOOL MUSICAL」（劇・ダンス・歌） 

『楽しい学生 LIFE を今！！このとき！！』 
体育館 

３年５組 映像 

「YKT37～３－５Dance Party～」（映像） 

『There’s DIVERSITY around us 3-5 music videos , come on , 

“Let’s have fun !”』 

会議室 

３年６組 展示・イベント 
「アート・うちらとたかあき」（モザイクアート） 

『みんなで佐藤先生をつくりました！！』 
２F 渡り廊下 

 

 



クラブ参加 

団体名 部門 詳細 場所 

書道部 
展示・イベント 「前人未踏の花言葉」（作品展示）『癒されにきてください。』 ３－４ 

ステージ 「書道パフォーマンス SAKURA」（書道パフォーマンス） 屋外ステージ 

放送部 映像 「オープニングムービー」（映像） 体育館 

漫画研究部 
B 模擬店 「Comic room」（お菓子・イラスト販売、作品展示） 

『お気軽にふらっとどうぞ！』 
３D 

展示・イベント 

軽音楽部 ステージ 
「ぼくらの体育祭」（楽器演奏） 

『「君に届け」の MV みたいだね』 
屋外ステージ 

吹奏楽部 ステージ 
「Miracle Music」（楽器演奏） 

『私たちが音楽で奇跡をおこします！』 
屋外ステージ 

演劇部 ステージ 
「我らオカルト研究同好会」（劇） 

『「大切なものって、なんで無くなってからしか気付けないの…。」』 
体育館 

オアシス部 ステージ 
「中国民族舞踊 美しき日々」（舞踊） 

『ダンスと音楽で綴る「美しき日々」感動と思い出を共に残しませんか？』 
体育館 

写真部 

展示・イベント 
「私たちが見た世界」 

『普段見ている景色もレンズを通せばこんなに輝き出す。』（写真展示） 
３Y 

映像 
「何度でも「終わり」の意味を変えて」（スライドショー） 

『今年の夏、振り返ってみませんか？』 

茶道部 
B 模擬店 「茶の園」（お菓子） 

『和室の雰囲気を楽しんでみませんか』 
作法室 

展示・イベント 

生活 

デザイン部 

C 模擬店 「ハンドメイドワールド～小さなキセキを発見～」（作品展示・販売） 

『日頃の成果を見に来て下さい！作品の販売も行います😊』 
３X 

展示・イベント 

 

授業クラス・委員会・他参加 

団体名 部門 詳細 場所 

書道（授業） 展示・イベント 
「八尾北書道展」（作品展示） 

『授業の作品を展示します。』 
西館 2F 水飲み場 

篆刻・刻字入門 展示・イベント 
「キセキのろうけつ染め！」（ろうけつ染め展示） 

『篆刻・刻字メンバー合同作品です！』 
２F 渡り廊下 

手芸 展示・イベント 
「「手芸」授業作品展」（ベンガラ染め刺し子で作る鍋敷き展示） 

『刺し子とししゅうと染めの色合いを楽しんで下さい。』 
社会科教室 

発達と保育 展示・イベント 
「「発達と保育」授業作品展」（布えほん展示） 

『布えほんで楽しんで下さい。』 
社会科教室 

保育入門 展示・イベント 
「楽しい保育」 

『壁面製作、手作り絵本、おもちゃなど展示しています』 
社会科教室 

手作りあそび 展示・イベント 
「秋から冬へ」（作品展示） 

『穏やかな時間が流れます。』 
社会科教室 

児童文学入門 展示・イベント 
「おしゃべりなたまごやき」（貼り絵絵本展示） 

『貼り絵絵本の世界へようこそ』 
３F 廊下 

Communication 

Skills 
ステージ 

「High school Mary～Beans～」（劇・ダンス） 

『Mary Ann・豆井先生大好き♡♡♡』 
屋外ステージ 

映像英語 映像 
「TAITANIC by 八尾北」（映像） 

『映像英語の生徒によるふきかえ』 
２－３ 



美術Ⅱ 展示・イベント 
「八尾北美術展Ⅱ」（作品展示） 

『文化祭ポスターを展示』 
正門と玄関前 

美術Ⅲ 展示・イベント 
「八尾北美術展Ⅱ」（作品展示） 

『一般多色刷り版画』 
玄関ホール 

絵画入門 A・B 展示・イベント 
「八尾北美術展Ⅱ」（作品展示） 

『半年かけて描いた絵でーす』 
西館ホール 

造形入門 展示・イベント 
「八尾北美術展Ⅱ」（作品展示） 

『鉛筆デッサン優秀作品を展示！』 
西館ホール 

彫刻入門 展示・イベント 
「八尾北美術展Ⅱ」（作品展示） 

『彫刻とは立体造形です』 
玄関ホール 

図書委員会 展示・イベント 
「今私たちにできること」（作品展示） 

『前向きな発想で今を乗りこえよう』 
図書室前 

保健委員会 展示・イベント 
「コロナウイルスについて」（作品展示） 

『コロナに勝とう！』 
保健室前 

37 期第 2 学年 展示・イベント 
「あなたの知らない大阪の世界」（地域探求新聞展示） 

『我ら 37 期生の優秀作品で大阪の魅力を発信します！』 
２－３ 

八尾北 

ティーチャーズ 
展示・イベント 

「ページィー救出大作戦！」（謎解きツアー） 

『興味があれば、覗いて下さい』 
２－４ 

PTA PTA 企画 
「PTA つり大会」 

『楽しみにきてください』 
陶芸室 

 

有志参加 

団体名 部門 詳細 場所 

TOMONA ステージ 
「This is Me！」（ダンス） 

『K-POP ダンスをします！楽しみましょう✨』 
屋外ステージ 

SAAYA ステージ 
「ダンス」（ダンス） 

『見に来やんとかなしやで？』 
屋外ステージ 

Hime Cona ステージ 
「Hime Cona」（ダンス） 

『全力で頑張ります』 
屋外ステージ 

元１ PEACH ステージ 

「ダンス」（歌・ダンス） 

『元１の１のメンバーが２年ぶりに集結し、再び挑団革命おこしま

す！』 

屋外ステージ 

TANAKA-MENS- ステージ 
「TANAKA-MENS-」（歌・ダンス） 

『集え！グラウンドに！！』 
屋外ステージ 

ドジドジ ステージ 
「ダンス」（ダンス） 

『４人ともカワイク踊るのでみんなみに来てネ！』 
屋外ステージ 

 


