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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西側にございます。 

 
 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。 

 

 「写真・動画」のインターネット上公開について 
 

飛翔祭で撮影された「写真・動画」のインターネット上へ
の公開はご遠慮ください。個人や学校等が推察される「写
真・動画」を含みます。 

第１５回飛翔祭テーマ 

夢  
～想像から創造へ～ 
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飛翔祭に向けて  今年は「夢」 
  

校長 樋口 博文 
 

 大江戸高校・飛翔祭にようこそ。 
 今年のテーマは「夢」、キャッチコピーは「想像から創造へ」となりま
した。世界のどの文化も「夢」から始まり、その夢に想像を巡らして希望
を膨らませ、具体化させるために和をもってみんなの知恵を集め、そこに
彩り(color)を加えて独自の文化を創造しています。 
 今年の飛翔祭は過去のテーマ「和」「color」「世界」をホップとし、
「10th」から「20th」へ向けてのステップのステージです。今回は「夢」
を調理部門、販売部門、展示・発表部門の各分野で具現化していきます。
クラス単位だけではなく、授業や部活動、委員会活動の参加もあり、盛り
だくさんです。さらに保護者の方や地域の方の参加もあります。３部制と
いう制限の中、生徒たちは最大限の頑張りを見せてくれています。来場者
の皆さまには、本校のチャレンジ精神ある「創造」の賜物を堪能していっ
ていただければと願っています。 
 また、生徒の皆さんは、来場された方へ「夢」を提供できるように、そ
して信頼を得られるように、各団体の「創造」を思いっきりアピールして
ください。 
 ご来場者の皆さま、生徒の皆さん、大江戸高校飛翔祭を存分にお楽しみ
ください。 
  
 
Dream Up 

実行委員長 三國 蘭 

 

 大江戸高校にお越しの皆様、こんにちは。 
本日は私たち生徒・教職員一同が創造する、飛翔祭１５ｔｈにようこそお
越しくださいました。 
 飛翔祭は１５回目を迎え、その祝祭である今年度のテーマは「夢」。私
たちが指す夢とは、空想や幻想からなるファンタジーの夢、眠りの中で見
る夢、将来の夢などを意味しています。 
 皆様が通って来られたエントランスゲートは美術部や、実行委員を中心
に想いを込めて制作したものです。このエントランスからはじまる空間は
各クラス、部活動などが想像から創造へと夢を表現した世界が広がってい
ることでしょう。 
 「夢～想像から創造へ～」第１５回の祝祭と共に、どうぞお楽しみくだ
さい。 
それでは、素敵な１日を。 
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飛翔祭企画一覧 
部門 場所 団体 企画名

展示 中庭 1年1組 Dream fair

販売 中庭 1年3組 大江戸祭り　ワッショイ！

展示 中庭 1年5組 2日限りの夢の縁日

展示 中庭 サイエンス部 夢見るサイエンス

販売 光の庭 1年6組 お菓子な大江戸～もうかりまっか？～

発表 アトリウム 合唱部&箏曲同好会 女声合唱と箏のコラボレーション

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夢

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 夢の競演

販売 アトリウム もぐらの家 手作りの品、アクセサリー販売

販売 アトリウム のびのび作業所フーズ 焼き菓子の販売(4日日曜日のみ)

販売 アトリウム ピアワーク・オアシス 手作りの木のおもちゃと楽器の販売

販売 アトリウム ゆめ工房北砂 お菓子の販売（3日土曜日のみ）

販売 アトリウム ドリームクラブハウス 革製品などを販売（3日土曜日のみ）

発表 体育館 ダンス部 The wonderful show!～ 夢の時間にご招待 ～

発表 体育館 和太鼓部 昨年よりパワーアップした夢の演奏

発表 体育館 授業：２年次 エイサー しんかんちゃー

発表 剣道場 軽音楽部 Dream Music

展示 玄関前の通路 授業：華道 大江戸華展

販売 保護者控室 教育振興会 かもめ茶屋　＆　かもめサロン

展示 中講義室 2年5組 夢の中で会いましょう

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 文芸同好会 文芸部誌

展示 図書室 図書委員会 大江戸かもめ書店＆製本工房

発表 福祉実習室 吹奏楽部 Do・reeeeeeeeeeeeeeam!!

展示 福祉多目的室 授業：1年次 産社・生活実践 授業成果発表

展示 福祉多目的室 授業：2年次 地域理解 授業成果発表

展示 福祉多目的室 江東・墨東特別支援学校 授業成果発表

展示 302 イラストレーション部 イラストレーションの森

展示 303 ダーツ研究同好会 大江戸高校ダーツの旅

展示 304 1年4組 コスプレスタンプラリー

展示 305 2年1組 インスタグラ夢

展示 306 1年2組 ロミジュリとシンデレラ

販売 307 3年1組 Under the Sea

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

展示 グラウンド 2年2組 Strike!

展示 地学教室 2年3組 プラネタリウム

展示 生物教室 サイエンス部 夢見るサイエンス

販売 生活実践室 授業：茶道 大江戸茶会

販売 生活実践室 授業：生活とマナー 日本のおもてなし

販売 402 3年5組 サーティーファイブ～夢の決戦、君はどれをアイスる？～

調理 403 2年4組 WAKAKO's キッチン

調理 404 3年3組 ピザスタン～ Dream of Frontier～

調理 405 3年2組 Oh! EDO Way!

調理 406 3年4組 ふるーつらんど

調理 407 4年12345組 夢のマハラジャ

展示 美術室前 美術部 PLAYROOM :D

展示 美術室 授業：美術工芸科 授業成果発表

展示 被服室 授業：家庭科 家庭科授業成果発表（展示）

１階

２階

３階

４階
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発表企画タイムテーブル 

時刻 中庭 体育館 アトリウム 剣道場 福祉多目的室 中庭 体育館 アトリウム 剣道場 福祉多目的室

10:00

10:10

10:20

10:30

10:40

10:50

11:00

11:10

11:20

11:30

11:40

11:50

12:00

12:10

12:20

12:30

12:40

12:50

13:00

13:10

13:20

13:30

13:40

13:50

14:00

14:10

14:20

14:30 受付終了

14:40

14:50

15:00

受付終了

公開終了 公開終了

ダンス部
12:00～13:00

ダンス部
13:00～14:00

和太鼓部
14:30～14:55

和太鼓部
14:30～14:55

吹奏楽部
11:50～12:40

合唱部＆
箏曲同好会

14:00～14:30

受付終了

合唱部＆
箏曲同好会

12:00～12:30

吹奏楽部
11:50～12:40

軽音楽部
12:50～14:00

軽音楽部
12:50～14:00

箏曲同好会＆
授業発表箏曲
13:00～13:20

授業発表
ヴォイス

13:40～13:50

【オープニング
セレモニー】

川南小
和太鼓 クラブ

本校吹奏楽部

公開開始

箏曲同好会＆
授業発表箏曲
11:00～11:20

授業発表
ヴォイス

11:40～11:55

11月3日（土・祝）・1日目 11月4日（日）・2日目

公開前

授業発表
エイサー

10:10～2部生
10:30～1部生

公開開始
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 「Dreamfair」は縁日です！ 
ストラックアウト、ピンポン的当て、 
水中コイン落としの３つが遊べます。 
気軽に遊べるので是非来てください！ 

1-1 Dreamfair 

1階中庭（雨天時：１階アトリウム） 

 １年２組では「ロミオとジュリエット」をもと
にしたオリジナルの映画を上映します。だれもが
知っているあの悲劇がどうなるのか、ぜひ３０６
教室に確かめに来てください！お待ちしておりま
す。 

1-2 ロミジュリとシンデレラ 

3階306教室 

 私たち１－３は、中庭で縁日を開催します！ 
定番のスーパーボールをはじめとした、どなたで
も楽しめる縁日です。是非いらして下さい！ 
みたらわかる、楽しいやつやねん！ 

1-3 大江戸祭り  ワッショイ！ 

1階中庭（雨天時：１階アトリウム） 

 １年４組はコスプレスタンプラリーを行います。
３０４教室にてスタンプラリーの用紙をお配りし
ています！教室内は飾り付けがされているのでご
自由に撮影して下さい。スタンプを集めきるとお
菓子の景品がもらえます！ 

1-4 コスプレスタンプラリー 

3階304教室 

 1-5は２日限りの夢の縁日を開催しています！ 
射的、わなげ、ボーリングと王道な種目を兼ね備
えているのでぜひ足を運んでください！ 
もちろん無料で遊べ、景品の駄菓子もゲットでき
ますよ～！ 

1-5 ２日限りの夢の縁日 

1階中庭（雨天時：１階アトリウム） 
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 １Ｆの中庭のむかいにある光の庭にて駄菓子と
冷たい缶ジュースを販売しています。駄菓子は
キャベツ太郎などの人気駄菓子、飲み物はコーラ
やオレンジジュース、お茶など！数に限りがある
のでお早めに！！ 

1-6 お菓子な大江戸 
～もうかりまっか？～ 

１階光の庭 

 文化祭の思い出に写真はいかがですか？インス
タ映えするユニークな部屋がたくさんあります。
撮影はスタッフがサポートします。ぜひ来てくだ
さい。 

2-1 インスタグラ夢 

3階305教室 

 ２－２はグラウンド（雨天時柔道場）で 
Ｓｔｒｉｋｅ！をします。種目はボーリング、 
ストラックアウト、ＰＫの３つです。 
景品でお菓子もらえます！ぜひ来てください！ 

2-2 Ｓｔｒｉｋｅ！ 

3階グラウンド（雨天時：柔道場） 

 本格的なプラネタリウムを、１日に４回上映し
ます。その他にもプラネタリウムの上映時間外で
簡単に作れるプラネタリウムのワークショップを
開催します！小さなお子さんでも作れるので、ぜ
ひお越しください。 

2-3 プラネタリウム 

3階地学室 

 ようこそＷＡＫＡＫＯ’ｓキッチンへ！ 
定番のケチャップとマスタード、みんな大好き
チーズ、刺激が欲しいあなたにはＨＯＴソース、
３種の味に食らいつけ！ 
４０３で待ってまーす（ＺＩＰ！） 

2-4 WAKAKO    キッチン 

4階403教室 

’ s 
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 私の学校にある西校舎にはある噂があった。 
それは、「西校舎に入った者はある少女の夢を見
る」という。あの校舎には一体何があったのか。
少女の正体とは・・・。 

2-5 夢の中で会いましょう 

2階中講義室 

 ３－１は、海の下で縁日をやるよ！スーパー
ボール、ヨーヨー、宝石すくいができるよ！ 
取ったものはもらえるよ！！３０７でまってる
よー！ 

3-1 Under the sea 

3階307教室 

 アメリカンドリームを感じてみませんか？ 
あったかいホットドッグを食べに４０５へ！ 
スタンダードなプレーン味とちょっと大人な 
カレー味。 
Ｗｈｉｃｈ ｄｏ ｙｏｕ ｃｈｏｏｓｅ？ 

3-2 Ｏｈ！ＥＤＯ Ｗａｙ！ 

4階405教室 

 Howdy! ようこそ「ピザスタン～Dream of 
Frontier～」へ。アメリカ西部開拓時代、開拓者
たちの胃袋と情熱を支えたピザスタン。海と時を
超え、２日間限定のスペシャルOPEN! 夢と情熱が
作り上げるウェスタン空間に是非お越しくださ
い！ 

3-3 ピザスタン～Dream of Frontier～ 

4階404教室 

 ３年４組はふるーつらんどを開きます。 
サイダー、アップル、カルピスソーダ、３種類の
味のフルーツポンチを楽しめます！ 
値段は１杯１００円、是非１度４０６教室に食べ
にきて下さい！ 

3-4 ふるーつらんど 

4階406教室 
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 ４種のアイスを販売しています。その４種を加
えた全部で１０種のアイスをアンケートで取り、
どれが皆様に人気か決めたいと思います。４種の
中でも人気のアイスを決めますので、是非４０２
教室に来てください。 

3年5組 サーティーファイブ 
～夢の決戦、君はどれをアイスる？～ 

4階402教室 

 昔食べたあの味を忘れられない男は脱サラして
インドに高飛びした。そんな男の門外不出のレシ
ピから作るカレーうどんをぜひ一度ご賞味あれ。
店内には、ムムターズ・マハルの肖像画もある
よ！！ 

4年全組 夢のマハラジャ 

4階407教室 

 今年もイラストレーション部による作品展示会
を開きます！昨年と同じく部員それぞれの個性が
表れた作品をたくさん展示しております。ぜひお
いでください！ 

イラストレーション部  

3階302教室 

 合唱部のみで「天使にﾗﾌﾞｿﾝｸﾞを」より２曲と
「ｱｲﾈｸﾗｲﾈ」 「ﾃﾙｰの唄」を、箏曲同好会といっ
しょに「渡月橋」「ｱﾘｴｯﾃｨｿﾝｸﾞ」を演奏します。
どんなコラボになるかお楽しみに。ぜひぜひお聴
きください。 

合唱部・箏曲同好会  

1階アトリウム 

軽音楽部   
Dream Music 

1階剣道場 

軽音楽部は１階の剣道場でライブをします！ 
日々の練習の成果を出し切ります。 
精一杯演奏するので皆さん是非お越しください！ 

女声合唱と箏のコラボレーション 

イラストレーションの森 

12:50 

13:00 
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 毎年恒例、ピタゴラスイッチやシャボン玉がさ
らにパワーアップしてやってきました。場所は１
Ｆ中庭＆３Ｆ生物室です。アンケートに答えた人
にしおりをプレゼントします。ぜひお越しくださ
い。 

サイエンス部 夢見るサイエンス。 

3階生物室 1階中庭 

 こんにちは！ダンス部です！今年の飛翔祭の
テーマに合わせて様々な「夢」の作品を、この日
のために準備してきました！私たちのダンスを観
て、「夢」の時間を楽しみませんか？ぜひ、観に
来てください～！！ 

ダンス部  

１階体育館 

 ディスコのような空間で作品を展示しています。
作品と空間で、見たり聴いたり感じたり想像を楽
しめるようになっています。夢で遊ぼう、夢で楽
しもう！ 

美術部     
PLAYROOM :D 

4階美術室前 

 みなさん！こんにちは！吹奏楽部です！！夢と
青春と感謝をみなさんにお届けするために部員一
同精一杯演奏するので、ぜひ！！２階福祉実習室
にお越しください！！！まってます！！！！ 

吹奏楽部   

2階福祉実習室 

 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
年は４種類のクッキーをご用意して待っています。
なお、午前中のみの販売となるため、お早めにお
越しください！！ 

ボランティア部  

1階アトリウム 

The Wonderful Show ～夢の時間にご招待～ 

Do・reeeeeeeeeeeeeeeeam!! 

のびのび福祉会と大江戸高校の夢 



12 

こんにちは、和太鼓部です。私たち和太鼓部は、
今年に入り、メンバーも増え、昨年度の飛翔祭よ
りパワーアップしました。そんな私たちの演奏を
お聞きください。体育館ステージで演奏します。
ぜひ来てください。 

和太鼓部 

1階体育館 

 写真同好会はポストカードの配布と写真の展示
をします。撮影会の写真などたくさんあります。
皆さんが夢で見たような光景があるかも！！ 

写真同好会   

3階生徒ギャラリー 

今年のダーツ研究同好会は「夢」の旅行！！？？
ダーツを投げて、当たった場所に応じた景品を貰
おう！誰でも無料で参加できます、ぜひ来てくだ
さい(^^)  
※本当に旅行はしません。 

ダーツ研究同好会  

3階303教室 

 今年度出来た新しい同好会です。図書室で初め
て作った部誌を配布しています。図書委員会と一
緒に絵本の読みきかせもしています。文芸に興味
のある方！是非遊びにきて下さい。 

文芸同好会  

2階図書室 

 図書委員会は古本の販売と豆本制作体験を行い
ます。古本はたったの２０円、豆本は結構本格的
なものがたったの１５分で作ることができます！
簡単です（無料）。絵本の読み聞かせも行います。
ぜひ２Ｆ図書室へ！ 

図書委員会  

昨年よりパワーアップした夢の演奏 

写真の展示とポストカード配布 

大江戸高校ダーツの旅 

たのしもう！はじめてのぶんかさい。 

大江戸かもめ書店＆まめ本工房 

2階図書室 
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産業社会と人間、生活実践の授業で行った、車椅
子体験・アイマスク体験・遠足（上野・浅草方
面）について紙にまとめたものを展示発表します。 

授業：１年次産業社会と人間・生活実践 

2階福祉多目的室 

 授業「地域理解」の中で作成した沖縄の研究を
壁新聞で掲示します。歴史・自然・文化・言葉・
体験・産業など様々な分野について調べました。 

授業：「2年次 地域理解」 

2階福祉多目的室 

授業：2年エイサー  

1階体育館 

 「言葉にすれば」はＮコンの課題曲でアカペラ
と四声のハーモニーが聴き所です。ウエストサイ
ドストーリーメドレーは今年生誕百年を迎えた
Ｌ・バーンスタイン氏が作曲した曲です。皆様の
心に残るよう頑張って歌います。 

授業：ヴォイス・アンサンブル 

1階アトリウム 

 箏の伝統的な曲である『さくらさくら』から、
ポップスの『世界に一つだけの花』まで、幅広く
演奏します。「箏曲」の授業の人達と、箏曲同好
会が浴衣で合奏する素敵な音色を、ぜひ聞きに来
てください！ 

授業:箏曲＆箏曲同好会  

1階アトリウム 

 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。 

しんかんちゃー 

合唱発表 

夢の競演  

授業成果発表 

授業成果発表 
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 皆さんこんにちは。家庭科はそれぞれの授業で
作った作品を展示します。大江戸高校ならではの
手話点字の授業では点字絵本、２年生の家庭基礎
の授業ではペンケースを作りました。授業の成果
を是非見に来てください。 

授業：家庭科 授業成果発表展示 

4階被服室 

 「茶道・華道」の講座を受講している生徒が、
飛翔祭のテーマで作品を作りました。どうぞご覧
ください。 

授業:「茶道・華道」  

１階廊下 

  

3階生活実践室 

 生活とマナーの授業で学んだゆかたの着つけを
自分たちで行い、日本の和の雰囲気を大切に、来
ていただいたみなさんにお茶をおもてなしします。
おいしいお茶とお菓子をご用意しているので、ぜ
ひ来て下さい。 

授業「生活とマナー」  

 ４階の美術室で、美術やデザイン等の授業で制
作した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。 

美術工芸科  

    

 「茶道・華道」の講座を受講している生徒が、
「抹茶とお菓子」でおもてなしをします。生活実
践室で行っていますので、どうぞお立ち寄りくだ
さい。お待ちしています。 

大江戸華展 

授業:「茶道・華道」  

大江戸茶会 

3階生活実践室 

日本のおもてなし 

4階美術室 

（美術、デザイン等） 授業成果発表 
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美術工芸科  
授業成果発表 

2階伝統工芸室 

 飲料とおむすび、大江戸名物のどら焼きを販売
します。毎年大好評の「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。受験生の皆さん、地域の方々、お気軽にお立
ち寄り、お声掛けください。 

教育振興会  

1階保護者控室 

 ２階の伝統工芸室で、工芸や伝統技法、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。 

かもめ茶屋 ＆ かもめサロン 

1階アトリウム 

 ★のびのび作業所フーズは焼き菓子を販売します。   （４日日曜日のみ） 
 ★もぐらの家は手作りの品、アクセサリーを販売します。 
 ★ピアワーク・オアシスは手づくりの木のおもちゃと楽器を販売します。 
 ★ゆめグループ福祉会「ゆめ工房北砂」はお菓子を販売します。 
                            (3日土曜日のみ) 
 ★ゆめグループ福祉会「ドリームクラブハウス」は革製品などを販売します。   
                            (3日土曜日のみ) 
 

福祉事業販売 

２階福祉多目的室 

★江東特別支援学校★ 
今年も作品を展示させていただきます。 
本校生徒が授業で作成した個性あふれ
る作品をどうぞご覧ください。 

★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。 

江東・墨東特別支援学校 
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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11日（日） 都立学校合同説明会 
       （会場：都立新宿高校） 
       10:00～16:00 

11月17日（土） ※午後から体験授業 
       10:00～ 

12月 9日（日） 募集要項説明会 
       10:00～ ・ 14:00～ 

１月12日（土） 募集要項説明会 
        10:00～ ・ 14:00～ 
 
体験授業（予約制） 
 

 11月17日（土） 13時30分開始 
 
授業公開週間 （予約不要） 
 

11月12日（月）～16日（金）  
1月15日（火）～21日（月） 

        ※公開時間は各日とも10時25分～19時20分 
           (１２：００ ～ １３：１５、１６：３５ ～ １７：４５は、休み時間のため非公開) 

 

 学校見学（要予約） 
 

 月曜日～金曜日（祝日除く） 
           １０：４０ ～ ／ １５：３０ ～ 
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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 


