統一テーマ

「熱き名聾の誕生！」
～１０９人の炎が今、燃え上がる～

熱き名聾の誕生！
～１０９人の炎が今、燃え上がる
～
文化祭シンボルマーク

平成３０年１１月９日（金）・１０日（土）
愛知県立名古屋聾学校
文化祭当日の来校は午前８時半以降でお願いします。
文化祭での撮影について、生徒の個人情報や肖像権に配慮していただき、撮影は最小限に
とどめてください。また、SNS・ブログ・動画サイトなどへの投稿はご遠慮ください。

中学部
学
展示・舞台発表のＰＲ
年

１日目

２日目

舞台発表「ドリーム・レタッチ」（体育館）
１年

ぜひ、見に来てください。中１の劇「ドリーム・レタッチ」。３人なのに３人じゃ

10:40~11:20

9:40~10:20

10:00~10:40

9:00~9:40

11:20~12:00

10:20~11:00

ない。中学生の男の子が、博士の発明した機械の力で大成長するコメディーです！
舞台発表「名聾アベンジャーズ」（体育館）
２年

正しいことって何だろう。立場によって考え方はそれぞれだ。話してみれば見えて
くる、相手の性格、良いところ。心でぶつかる！それが名聾アベンジャーズ！！
舞台発表「リトルプリンス～星の王子様の宇宙旅行～」（体育館）

３年

未熟な王子が、星のピンチに立ち上がります。個性的な宇宙人との出会いの中で、
自分に足りないものに気付きます。中３の不思議な宇宙旅行をお楽しみ下さい。
展示・販売「JDI文化スーパー

」（教室１２６）

今年もやります。ＪＤＩ文化スーパー！！他の店では買うことのできないオリ

C･D組

11:00~11:45

ジナル商品ばかりです。皆さん、ぜひ、一度見に来てください。
中学部作品展示（教室１２３）
中学部

中学部の行事、美術や技術、家庭科等の授業で制作した作品を展示します。生

全体

徒たちが一生懸命学習に取り組んだ成果を披露します。ぜひお立ち寄りくださ

13:30~14:30

11:00~14:30

い。

高等部本科
学
展示・舞台発表のＰＲ
年
展
１年

１日目

２日目

示「僕らのスマイル～団結力は無限大～」（教室３２６・３２７）

私達高１は、皆さんの心を躍らせるようなゲーム・アトラクションを考えました！

13:30~14:30

9:30~14:00

13:30~14:30

9:30~14:30

僕らの団結力で皆さんを笑顔にします！ぜひ来て下さい！お待ちしています！
展示・販売「Last Okinawa～沖縄について知ろう～」（教室３１６・３１７）
２年

僕達は沖縄修学旅行の最後の学年です。だから皆にも沖縄を感じてもらえるように
おいしお菓子と飲み物を用意して待っています。ぜひ来てください！
展

示「狂人の家～それは悲劇＆惨劇？～｣（教室３３１・３３２・３３３）
―あなたの体を頂戴？―

３年

病気で苦しみ続けた魔女エレン。自由な体を手に入れるために貴方の体を奪おうと

9:00~11:00
13:30~15:00
12:30~14:00

している。襲いかかってくる住人と魔女から逃げろ！

販
Ⅲ類型

売「スリーワークス」（教室３２３）
いらっしゃいませ！！ようこそ、ぼくらのスリーワークスへ！ぼくたちは作業で

つくった「ポチ袋」と「花の香り袋」を販売します！ぜひ見にきてください！！

10:00~11:0
0

高等部専攻科
学

科

展示・舞台発表のＰＲ

１日目

２日目

普通科

展示・販売「おいでよお菓子の家｣（教室２１２）
駄菓子の販売では、懐かしいお菓子がズラリと並んでいます。又、“昭和”の象
徴、ちびまる子ちゃん一家を再現し、皆様のご来店をお待ちしています。ぜひ
お越し下さい。

13:30~14:30

9:45~11:45
13:00~14:00

被服科

舞台発表 「New Challenge ～平成から次世代へ～」（体育館）
被服科では、作品ショー、バザー、展示を行います。自分たちで考え、工夫し
て製作した作品をぜひご覧下さい。平成最後の文化祭、被服科全員で様々なこ
とに挑戦します。
展示・バザー（教室３３４，３３６）

展 示・
バ ザー
13:30~14:45

舞台発表
11:00~12:00
展示・バザー
13:00~14:30

産業工芸科

展示・即売「平成～次世代の産工開始！！」（産業工芸棟教室５１１）
平成最後の産工文化祭です。次の時代に向けて、お客様の想像する製品の斜め
上を行く私たち産工にご期待下さい！！ お待ちしております。

展 示
13:00~15:00

展 示
9:00~12:45
即 売
13:00~14:50

機械科

展示・試乗会「機械に触れ合おう！｣（教室３２０・３２１）
様々な機械を使って物作りを行っています。高１～専２が作った作品に触れ合
ってみよう！自動で走る車もあります。ぜひ、皆さんのお越しをお待ちしてい
ます！

13:00~14:45

9:00~14:40

１日目

２日目

有志
有志名

展示・舞台発表のＰＲ

音楽部

舞台発表「平成時代の音楽部～新しい時代にも音楽部を続けていく～｣(体育館)
今年で音楽部は創立３０周年を迎えます。１１月１０日土曜日、体育館でライ
ブをするので、ぜひ見に来てください。みんなで一緒に盛り上がりましょう。

美術部

展 示「小さな展覧会～白から色の世界へ～」（教室１２１）
色をつけると新しい世界が生まれます。皆に色の喜びをあげたい。
カラフルマジック！

14:00~14:50

13:00~14:50

9:00~14:50

13:00~14:45

9:00~14:40

愛知総合工

展 示「愛知総合工科高校の作品展示」(教室３２０・３２１)
本年度より愛知総合工科高校との連携教育が始まりました。愛知総合工科高校
科
の各学科の特徴的な実習作品、生徒作品を展示します。ぜひ、教室にお越しく
高等学校
ださい。
自立支援
展示会

展 示「自立支援展示会」（教室３２５）
補聴器・人工内耳、名身連聴言センターの方をお招きし、今年も社会自立を目
指した支援などを紹介します。社会に出るために必要なことを一緒に考えまし
ょう。

10:00~14:30

同

窓

会

展 示「鉄道模型展示会」（西棟会議室）
鉄道模型の運転と展示をします。鉄道模型のレイアウトを製作しました。
ぜひ、ご覧ください。

9:30~14:50

同

窓

会

模 擬 店（西棟 会議室）
どら焼きを販売します。ぜひご来店ください。

10:30~14:30

T

模 擬 店（教室１２０・１２１・２１３・２１４・３２４）
バ ザ ー（教室２１１）
A
カレーライス、ハヤシライス、やきそば、おにぎり、からあげ、コロッケ、ジ
ュース、喫茶店などの３つの模擬店と、バザーがあります。ぜひご来店くださ
い。

P

千種台
中学校

展

示（教室１２３）
３年生の絵画は「流れ」がテーマの版画と石のデッサン。２年生は「心」
をテーマとした版画。書写は、夏の課題作品です。ぜひご覧ください。

10:30~14:30
(各模擬店に
よる)

13:30~14:30

11:00~14:30

〈催物案内〉（体育館）
11 月 9 日（金）
開会式・ＰＲ
舞台発表 中学部２年生 劇「名聾アベンジャーズ」
舞台発表 中学部１年生 劇「ドリーム・レタッチ」
舞台発表 中学部３年生 劇「リトルプリンス～星の王子様の宇宙旅行～」

9:00~ 9:50
10:00~10:40
10:40~11:20
11:20~12:00

11 月 10 日（土）
舞台発表 中学部２年生 劇「名聾アベンジャーズ」
舞台発表 中学部１年生 劇「ドリーム・レタッチ」
舞台発表 中学部３年生 劇「リトルプリンス～星の王子様の宇宙旅行～」
被服科作品ショー 「New Challenge～平成から次世代へ～」
（県立古知野高等学校参加）
音楽部ライブ「平成時代の音楽部～新しい時代にも音楽部を続けていく～」
閉会式

9:00~ 9:40
9:40~10:20
10:20~11:00
11:00~12:00
14:00~14:50
14:50~

<模擬店>
○食 べ 物
PTA 学年
中学部

高１

同窓会

場所・時間（土曜日の
メニュー

み）

カレーライス（300 円）、ハヤシライス（300 円）
おにぎり（100 円）、やきそば（300 円）
コロッケ（100 円）
からあげ (1 パック 3 個入り 200 円)
ジュース、お茶（各 100 円）

教室 １２０・１２１

どら焼き

西棟

教室 ２１３・２１４

会議室

○喫 茶 店
PTA 学年
専１

場所・時間（土曜日の

メニュー

み）
コーヒー・紅茶【ホット・アイス】（100 円）
ドーナツ、マドレーヌ、ワッフル（各 50 円）

教室 ３２４

〈販売〉
母体名
中学部Ｃ･Ｄ組
高等部Ⅲ類型
普通科
被服科
産業工芸科
PTA 高２

店名【販売内容】
「JDI 文化スーパー」
【作業で作った製品等】
「スリーワークス」
【作業で作った製品等】

販売時間
11:00~11:45（土）

教室 １２６

10:00~11:00（土）

教室 ３２３

13:30~14:30（金）
9:45~11:45（土）
13:00~14:00
13:30~15:00（金）
バザー【手作り小物等】
13:30~14:30（土）
「平成～次世代の産工開始｣【木工製品】 13:00~14:50（土）
バザー【バザー用品】
10:30~14:30（土）

「 おいでよお菓子の家｣【駄菓子等】

販売場所

教室２１２
教室 ３３６
教室 ５１１
教室 ２１１

文化祭

アーチデザイン

炎のように燃え上がらせた
全校一人一人の名聾に対する情熱を
文化祭にぶつけて、
新たな名聾魂や名聾の魅力を今一度、
生み出していこう！
～統一テーマの趣旨より～

第 4８回

愛知県立名古屋聾学校文化祭

[ご意見・ご感想は下記までお願いします。]
愛知県立名古屋聾学校
〒464-0021 名古屋市千種区鹿子殿 21 番 1 号

TEL(052)762-6846

FAX(052)753-2247

