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インフォメーション
 トイレ

トイレは各階に２つございます。
※だれでもトイレは各階⻄側にございます。

 煙草
校内は全て禁煙となっております。また、校
⾨付近での喫煙も御遠慮ください。

 飲⾷
廊下での飲⾷は御遠慮ください。お⾷事の際
は指定されたスペースでお願いいたします。
※飲⾷が可能な場所は各⾷品販売所及び１階
アトリウムです。
※それ以外の場所での飲⾷は御遠慮ください。

第１４回飛翔祭テーマ

日本の和、大江戸の輪
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飛翔祭 日本の和、大江戸の輪
校長 吉田 亘

今、和食ブームと言われています。世界中に「寿司」「天ぷら」「ラーメ

ン」といった日本食レストランが展開されています。そして、日本を訪れる外

国人観光客も昨年は２３００万人を越え、京都に行くと浴衣や着物を着た外国

人観光客にたくさん出会います。

そのように海外から注目されている「和」の文化。今年の飛翔祭のテーマに

なりました。東京の下町、大江戸高校では、地域の支援を受けながら様々な伝

統文化を学んでいます。つまり、大江戸高校の教育を支える柱のひとつです。

それを飛翔祭のテーマにする大江戸生の気持ちがうれしいです。どんな「和」

が文化祭で展開されるのか。楽しみにしています。

そして、もう一つのテーマ「輪」。「輪」は広がりますし、転がりながらど

んどん進みます。そして、数学では、輪は「円」です。その中には円周率

「π」が潜んでいます。このπは、循環しない無限小数。絶えず異なる数字の

並ぶ神秘的で魅力的な数です。大江戸生も全てが異なるそれぞれの数列です。

それが一つになって、素敵で素晴らしい数を作り出す。そして、文化祭に参加

していただく保護者や地域の皆さまにより、その輪が広がり、転回(展開)して

いく。そんな思いを感じながら、大江戸生の飛翔祭での活躍を期待しています。

来校者の皆さま、本校の教育目標は「挑戦」「創造」「信頼」です。皆さまに

は、この飛翔祭をとおして具体的に感じていただければ幸いです。「和」と

「輪」のコラボレーションをお楽しみください。

飛翔祭に向けて
実行委員長 畔上 りんか

こんにちは、本日は大江戸高校文化祭 飛翔祭にご来場いただきまして、誠

にありがとうございます。お越し下さった皆様により良い一日を過ごして頂く

為に、生徒一同一生懸命頑張ります。

毎年、飛翔祭では、学校全体でテーマを決め、それに合わせた企画を考えて

きました。今年のテーマは「和」。「平和の和、昭和の和、繋がりの和(輪)、

そして足し算という意味の和」と、人それぞれ違ったイメージを持つテーマに

なりました。学校全体でまとまりはあるけれどクラスによって雰囲気、イメー

ジの違いなどもありますので、よく感じ取っていただければと思います。

生徒一人一人が今日の飛翔祭のために頑張ってきました。初めての高校文化

祭に慣れないながらも、とっても良い企画を作り上げた1年次、去年の経験や反

省を活かした2年次、今のメンバーでの最後の文化祭となるため集大成を見せる

3年次、学年全員で、一致団結し作り上げた4年次、それぞれが最高の企画で皆

様のことをお待ちしております。是非、心ゆくまで私たち大江戸生の「和」の

世界をご覧いただき、楽しんでいってください。
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飛翔祭企画一覧

部門 場所 団体 企画名・紹介ページ

１階
発表 アトリウム 合唱部+手話同好会 合唱＆手話

販売 アトリウム ボランティア部 のびのび福祉会と大江戸高校の和

発表 アトリウム 授業：ヴォイスアンサンブル 合唱発表

発表 アトリウム 授業：箏曲＆箏曲同好会 箏曲演奏

販売 アトリウム もぐらの家 手作り品の販売

販売 アトリウム のびのび作業所フーズ 食品販売

販売 アトリウム ゆめグループ福祉会 手作り品の販売

販売 アトリウム ピアワーク・オアシス 木工製品販売

展示 企画室前廊下 授業：華道 和のおもてなし

発表 剣道場 軽音楽部 音楽の輪っ!と驚くけいおんLIVE

販売 中庭 1年5組 大江戸縁日

展示 中庭 サイエンス部 ジャパニーズサイエンス

発表 中庭 和太鼓部 和太鼓演奏

発表 中庭 授業：２年体育ダンス選択 「しんかんちゃー！」

販売 保護者控室前 教育振興会 かもめ茶屋

発表 体育館 演劇部 未定

発表 体育館 ダンス部 和！輪！わ！WA！

発表 体育館 ブラスバンド部
ブラバンの みんなで歌おう 和音

WAOOON!!

２階
展示 中講義室 2年5組 呪われた武家屋敷

展示 伝統文化実習室2 授業：美術工芸科 授業成果発表

展示 図書室 図書委員会 大江戸かもめ書店&工房

展示 福祉実習室 4年12345組
日本の祭りだ

和っしょい！！輪っしょい！！

展示 福祉多目的室 １年：産社・生活実践 授業成果発表

展示 福祉多目的室 ２年：地域理解 修学旅行の調べ学習

展示 福祉多目的室 江東・墨東特別支援学校 授業成果発表

３階
展示 301 1年4組 灰かぶり姫

販売 302 1年1組 江戸輪（まる）くかふぇ

販売 303 1年3組 U1グランプリ

展示 304 2年4組 大江戸シネマズ

展示 305 1年2組 メルヘンスタンプラリー

展示 306 園芸同好会 ドライフラ和ー

販売 307 2年2組 日本の飲み物知りたくない？

展示 308 2年3組 ～ふうせんはうす。～

展示 3階西側生徒ギャラリー 写真同好会 写真の展示とポストカード配布

販売 3階東側生徒ギャラリー 授業：茶道 和のおもてなし

展示 グラウンド テニス部 大江戸CUP

展示 地学室 サイエンス部 ジャパニーズサイエンス

販売 生活実践室 授業：生活とマナー お茶会～和のおもてなし～

４階
展示 401 イラストレーション部 イラスト研究所

販売 402 3年2組 What?! WA! Icecream

調理 403 3年4組 そうだ わらび餅、食べよう。

調理 404 3年1組 和(なごみ)喫茶u-MAIZE

調理 405 2年1組 月見ちゃんとモッフルくん。

調理 406 3年3組 しまだこ

調理 407 3年5組 always 3丁目の豚汁

展示 美術室前 美術部 Kamome Art Museum

展示 被服室前生徒ギャラリー 授業：家庭科・美術工芸科 授業成果発表
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発表企画タイムテーブル
11月3日（金・祝）・1日目 11月4日（土）・2日目

時刻 正門 体育館 アトリウム 中庭 剣道場 正門 体育館 アトリウム 中庭 剣道場

10:00

公開前

10:10

授業発表
エイサー
（雨天）

授業発表
エイサー
10：15～

10:20

10:30

10:40 川南
小学校
和太鼓

和太鼓
（雨天時）

和太鼓部
10:45～

10:50

開会宣言

11:00

授業発表
エイサー
（雨天）

11:10 授業発表
エイサー
11：10～

授業発表
ヴォイス
11：10～11:20

合唱部
11：25～

11:30

演劇部
11：30～

11:40

11:50 授業発表
ヴォイス
11：50～12:00

4年次
ねぷた
12:00～演劇部

12：05～

12:10

12:20

12:30

4年次
ねぷた
12:30～

軽音楽部
12：30～

軽音楽部
12：30～

箏曲同好会＆
授業発表箏曲

12：35～
12:40

合唱部
12：45～

12:50

ダンス部
12：50～

13:00

13:10

ブラス
バンド部
13:10～

13:20

13:30

箏曲同好会＆
授業発表箏曲

13：35～
13:40

13:50

ダンス部
13:50～

14:00

ブラス
バンド部
14：00～

14:10

14:20

和太鼓部
14：25～

14:30

和太鼓部
（雨天）

14:40

14:50

15:00 公開終了 公開終了
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302教室にて、和菓子や駄菓子を販売しています。
チケットあります!まるで江戸時代にタイムスリッ
プしたかのような空間で、ぜひおくつろぎ下さい。

1-1 江戸輪(まる)くかふぇ

3階302教室

1－2のみんなが童話の世界から飛び出しちゃっ
た！学校中に散らばったみんなを探して、スタン
プを集めて景品をGetしよう！
さぁ、みんなを探しにLet's go!!

1-2 メルヘンスタンプラリー

3階305教室

あの国民的お菓子うまい棒、10種類の中からNo1
を決めよう!君の一票で王者が決まる!!
1－3で10種類のうまい棒の人気投票と販売をしま
す。1－3の楽しい仲間たちがみなさんをお待ちし
ています。

1-3 U1グランプリ

3階303教室

あの誰もが知っているシンデレラといえば…ガ
ラスの靴、イケメンの王子様、華やかな舞踏会、
ところが1－4のシンデレラは一味違う!?あなたも1
－4の魔法の世界へぜひお越しください☆

1-4 灰かぶり姫

3階301教室

1－5は中庭で縁日をやります!!
ヨーヨー釣り、スーパーボールすくい、射的の3
ゲームがあり、景品もでます!!飲み物販売もする
のでぜひ来てください!!

1-5 大江戸縁日

1階中庭
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みなさーん!!モッフルを知っていますか?
モッフルはもちもちワッフルを焼いたものです。
フレーバーは、黒みつきなことチーズケチャッ
プ!!
ぜひ405教室でモッフルを味わってみて下さい。

2-1 月見ちゃんとモッフルくん。

4階405教室

質問です!見慣れて味の分かった飲み物をいつま
でもいつまでも飲み続けますか!?一風変わった飲
み物飲みたくない?飲み物は人生と一緒!先の分
かった人生を変えたいなら307で変わった飲み物を
飲めばいい!!

2-2 日本の飲み物知りたくない?

3階307教室

私たち2年3組は、ふうせんを使った宝探しゲー
ムをします!宝物を見つけてくれた人は得点によっ
て景品がもらえます!色々な景品があるので是非来
て下さい!もしかしたら、ふうせんがもらえちゃう
かも!?

2-3 ～ふうせんはうす。～

3階308教室

私たち2年4組が、クラスで撮影した動画を上映
します。山あり谷あり波こえて頑張って作りまし
た。
私たちの大江戸シネマズ是非見にきてください。
「まってまーす!!」

2-4 大江戸シネマズ

3階304教室

近所にボロボロの武家屋敷があった。その武家
屋敷には呪われた刀があり、妖怪を呼び寄せてい
るという。あなたはその屋敷を探検することにし
た。ところが、屋敷にとじこめられてしまった…。

2-5 呪われた武家屋敷

2階中講義室
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大江戸高校の文化祭にポップコーンがやってキ
タァ～!その名はu-MAIZE、もう一度言おうu-MAIZE
だ。

これを読んだ君は今すぐ404教室へレディーゴー、
絶対に来てね。

3-1 和(なごみ)喫茶u-MAIZE

4階404教室

イマドキの高校生が「新しい和」をコンセプト
にアイスを販売します。

どんなアイスかは開けてみてのお楽しみ!
４０２でお待ちしています。

3-2 What?!WA!Icecream

4階402教室

昭和の雰囲気を感じられる教室内で、ソース・
ネギ・明太マヨのたこ焼き3種が味わえます。

店名由来の島田先生お墨付きのおいしさ!
ぜひご賞味あれ。

3-3 しまだこ

4階406教室

ところで、和ってなんでしょう。

その答えを探しに、訪れてみませんか。
そうだ、わらび餅、食べよう。 403教室です。

3-4 そうだ、わらび餅、食べよう。

4階403教室

昭和30年代の日本をテーマに一口食べれば昭和
時代にタイムスリップしてしまうような心温まる
豚汁を提供します。

場所は4階407教室です。待ってます!!

3-5 always 3丁目の豚汁

4階407教室
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日本の有名なお祭りを再現!!
金魚ねぷたやなまはげお面の体験型ワークショッ
プ!!季節外れの七夕祭り!!短冊を書いて願を叶え
よう!祭囃子の響く中、皆で祭りだ和っしょい輪っ
しょい!!

4年全組 日本の祭りだ。和っしょ
い!!輪っしょい!!

2階福祉実習室

毎年、大人気のピタゴラスイッチやシャボン玉
やスライムの時期がやってきました！！

小さな子供でもわかりやすく簡単な実験や体験
が出来ます。ぜひお越しください!

ｻｲｴﾝｽ部 ジャパニーズサイ
エンス

3階地学室

本校のチャレンジ指定科目「産業社会と人間」
「生活実践」の授業内容の紹介と、ワークシート
や写真の展示を行います。

1年:産社・生活実践 授業成果発表

２階福祉多目的室

「地域理解」は、二年生全員が履修する授業で
す。遠足・修学旅行先の調べ学習に取り組んでい
ます。今回はインターンシップ体験の成果と沖縄
調べ学習の成果を発表します。

2年:地域理解 授業成果発表

２階福祉多目的室

江東・墨東特別支援学校

２階福祉多目的室

★江東特別支援学校★
全校生徒、毎日元気に活動しています。
今回も高等部の生徒が授業で作成した
作品を展示させていただきます。

★墨東特別支援学校★
高等部の生徒たちが授業中に作った作品
を展示させていただきます。個々の生徒
が楽しく思いを込めて作った作品です。
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写真同好会では今年も「写真の展示」と「ポス
トカード配布」を行います!
今年はフィルムカメラでの撮影にも挑戦しました。
ぜひお越しください!

写真同好会 写真の展示と
ポストカード配布

3階西側生徒ギャラリー

体育の授業でダンスを選択している２年生が、
沖縄民謡である「エイサー」を踊ります。「南嶽
節（なんだぎぶし）」で登場し、活気のある「唐
船ドーイ」をアレンジし、力いっぱい踊ります。

授業:2年体育ﾀﾞﾝｽ選択
しんかんちゃー！

１階中庭

有名なミュージカルナンバーを英語で歌い、
「友～旅立ちの時～」「Progress」という曲を日
本語で歌います。「友」は、ゆず作曲でNコン中学
生の部課題曲。「Progress」は、NHKの番組「プロ
フェッショナル」のテーマ曲です。

授業:ｳﾞｫｲｽｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ 合唱

1階アトリウム

家庭科の講座で制作した作品を展示し
ます。生徒たちが一生懸命作った作品を
御覧ください。

授業:家庭科・美術工芸科 授業成果展示

被服室前生徒ギャラリー

『千と千尋の神隠し』のエンディングテーマで
ある、「いつも何度でも」と「祭花」を授業「箏
曲」と箏曲同好会が合同で演奏します。
和楽器の美しい音色をぜひ聴きにきてください。

授業:箏曲&箏曲同好会 箏曲演奏

1階アトリウム

絵画・書道の授業作品を展示します。
日頃の授業の成果を、どうぞご覧くださ
い。
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「茶道・華道」の講座を受講している生徒たち
が生けた花です。今年は和をイメージして、それ
ぞれが様々なテーマを持って生けています。授業
の成果をどうぞご覧下さい。

授業:華道 和のおもてなし

企画室前廊下

「茶道・華道」の講座を受講している生徒たち
が茶道のお点前を披露します。まだまだ未熟です
が、おいしい和菓子とお抹茶を楽しみにいらして
下さい。

授業:茶道 和のおもてなし

３階東側生徒ギャラリー

2階の伝統工芸室で工芸や伝統技法や陶芸等の授
業作品を展示しています。

日頃の授業成果をどうぞご覧ください。

授業:美術工芸科 授業成果発表

伝統文化実習室２

「生活とマナー」の授業を受講している生徒が
お煎茶と和菓子でおもてなしを致します。授業の
成果を見るために、そして和のおもてなしを体験
するために、ぜひ生活実践室へお越しください。
お待ちしております。

授業:生活とマナー お茶会～
和のおもてなし～

3階生活実践室

今年の飛翔祭のテーマの「和」にちなんで、さ
まざまな「輪」を作品ごとのテーマにし、創りま
した。約半年間毎日練習をして準備してきました。
大江戸ダンス部の「和」と「輪」をぜひご覧くだ
さい。

ダンス部 わ!和!輪!WA

1階体育館
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3Fグラウンドにて、ラケット・ボールを使った
簡単な的当てゲームをやっています。的に当てた
らなくてもちょっとした景品をプレゼントします。
少しでも興味をもったら来てください!!!

テニス部 大江戸CUP

3階グラウンド

図書委員会は古本の販売と豆本制作体験を行い
ます。豆本作り体験は、自分だけのオリジナルミ
ニ本をたったの20分で作ることができます！簡単
なためどんな方でも楽しめます。ぜひ、2F図書室
へ!

図書委員会 大江戸かもめ書
店&工房

２階図書室

★のびのび作業所フーズはクッキー、パウンドケーキなどを販売します。
★もぐらの家は手作りの小物、Tシャツなどを販売します。
★ゆめグループ福祉会はパン、革製品などを販売します。
★ピアワーク・オアシスは木のおもちゃ、楽器などを販売します。

福祉事業販売

1階アトリウム

授業の空いてる時間に描いた作品です。学校
入ってすぐのベニヤ４枚の作品は、美術部員の皆
で描いた共同作品です。

美術部 Kamome Art Museum

４階美術室前

こんにちは！ブラスバンド部です。
今年は新たに部員が増え、日々練習を重ねてき

ました。
皆で作りあげた曲をぜひ聴いてください！

ブラスバンド部

1階体育館
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私達ボランティア部は、前回同様のびのび福祉
会の方々とコラボし、『クッキー』を販売します!
今年限定の「和」の『クッキー』もご用意して
待っています☆なお、午前のみの販売となるため、
お早めにお越し下さい!!

ボランティア部 のびのび福
祉会と大江戸高校の和

1階アトリウム

みなさんこんにちは！和太鼓部です。今年も新
しいメンバーを迎えました。楽しく演奏します。
皆さんも一緒にお祭り気分を味わいましょう！是
非見に来てください。

和太鼓部 和太鼓演奏

１階中庭

1階体育館

合唱部と手話同好会がコラボをします。
本格的な合唱曲からJ-POPまで歌います。手話同好
会が手話で曲紹介をしますので、ぜひ聴きにいら
してください。

合唱部&手話同好会 合唱&手話

１階アトリウム

休憩スペースの提供と飲み物、おにぎり等の販売
をします。おやつの定番じゃがりこ始めました！
大好評の「在校生保護者との交流コーナー」では
ハンドマッサージも体験できます。お気軽にお立
ち寄り、お声掛けください。

教育振興会 かもめ茶屋

保護者控室前

演劇部 「贋作夢十夜」

演劇部は、東京都高等学校文化祭演劇部門地区
大会で上演した作品を校内でも上演いたします。

いくつかの夢が紡ぐ表現の和を現代高校演劇で
お楽しみください。
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イラストレーション部
イラスト研究所
こんにちは、イラストレーション部です！イラス

ト研究所では、イラストの展示とラミカやしおりな
どの配布をします。今年のテーマは「花言葉」です。
らくがきスペースなどもあります。是非来てくださ
い！ 4階401教室

私たち軽音楽部は剣道場でバンドのライブを行
います!カバー曲が多く、みんなで音楽の輪を作れ
るようなライブをしたいと思います!見に来て損は
なし!そんな楽しいライブをお届けします!是非お
越しください～!!!

軽音楽部 音楽の輪っ!と驚く
けいおんLIVE

1階剣道場
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奥付
発行

都立大江戸高校

編集
文化祭実行委員
パンフレット係

飛翔祭ポスター
左上

3年 木津 彩

飛翔祭パンフレット
表紙・右上

1年 高良 優果

裏表紙・左下
1年 中島 真由美
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今後の学校説明会・授業公開

学校説明会（予約不要）
11月12日（日） 都立学校合同説明会

（会場：都立晴海総合高校）
10:00～16:00
11月18日（土） ※午後から体験授業

10:00～
12月 9日（土） 募集要項説明会

10:00～ ・ 14:00～
１月14日（日） 募集要項説明会

10:00～ ・ 14:00～

体験授業（予約制）
 11月18日（土） 13時30分開始

授業公開週間 （予約不要）
11月13日（月）～17日（金）
1月15日（月）～19日（金）
※公開時間は各日とも10時25分～19時20分

東京都立大江戸高等学校
〒135-0015 東京都江東区千石3-2-11
TEL 03-5606-9500 FAX 03-5606-9518
HP oedo-h.metro.tokyo.jp/ 大江戸高校
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