企画紹介
１

１年１組

(1-1 教室)

２

１年２組

(1-2 教室)

３

１年３組

(1-3 教室)

４

１年４組

(1-4 教室)

５

１年５組

(1-5 教室)

６

１年６組

(1-6 教室)

７

１年７組

(1-7 教室)

８

１年８組

(1-8 教室)

９

２年１組

(2-1 教室)
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２年２組

(2-2 教室)

リアル人生ゲーム

謎解きは縁日のあとで

時習“監”

君の心に狙い撃ち！

１-５クルーZOO！

謎解きの国のアリス

Disney Pixer World

お菓子の家から脱出☆

平凡な生活からの脱出

２－２PlayTag

職を失い、家を追われ
奈落 に落ちたアナタ。
残る持ち金はわずか
10000 ドル。一発逆転
を狙って第２の人生が
始まる。

縁日とクイズが合体！？
全米が泣いた夏祭りをも
う一度！！「失礼ながら
皆様。まだここに来てい
ないなんてひょっとして皆
様の目は節穴でございま
すか？？」

キミは一度入ったら二
度と抜け出せないとい
われる時習“監”の監獄
にいる。キミは己の知能
を活かし「目の前の問
題を解き」時習監から
脱獄できるのか⁈

時習館の一角１－４
教室では、腕に自信
のあるガンマン達が力
比べをするらしい…。
時習祭当日、我こそ
は、という者は、１-４
教室に集まれ！

待ちに待った時習
祭！！１の５の皆は
…。あれ？どうやらわく
わくで皆が野生動物に
なってしまった！？生き
残ったガイドと共に、１の
５を探検してみよう！

アリス が迷い 込 んだの
は、謎だらけの不思議
の 国 でした 。謎 を 解 い
て、無事不思議の国か
ら脱出することが目的
です 。あ なた も 物語 に
入り込んでみません
か？

年齢関係なく誰でも楽し
めるシューティング型アト
ラクション！ディズニー
の世界観があふれ出て
います。
みなさんぜひ１年７組に
遊びに来てください！

ヘンゼルとグレーテルの
絵本の中に入り謎解き
でヘンゼルを救い出し
てみませんか？写真ス
ポット多数あり！♯イン
スタ映え！ぜひ来てくだ
さい!!!

平凡な毎日に飽きてし
まったあなたは２年１組
に足を踏み入れ、数々
のナゾに出会う。その先
に待つものとは…。

鬼に捕まったら終わる
まで待機、それが普通
の鬼ごっこ。鬼に捕まっ
たら二度と帰れない⁉そ
れが２－２の鬼ごっこ。
あなたは無事に２-２か
ら帰れるのか？
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２年３組

(2-3 教室)

12

２年４組

（本館と 3 年棟の間）

13

２年５組

(2-5 教室)

14

２年６組

(2-6 教室)

15

２年７組

(2-7 教室)

16

２年８組

(2-8 教室)

17

３年１組

(体育館)

18

３年２組

(体育館)

19

３年３組

(体育館)

20

３年４組

(体育館)

謎解き脱出ゲーム ES

流しマスパーランド

Ｃ60 神社 de 縁日

プ―さんのﾓﾝｽﾀｰﾊﾝﾄ

廃病院

ミニオンメチャライド

The Peter Pan

Chocolate Factory

ロミジュリ

Over Za rainbow

古代遺跡 ES の魔宮に
隠された伝説の秘宝を
ゲットせよ！トラップのあ
るステージでミイラを倒
してミッションクリアを目
指そう！！ぜひ来てく
ださい。

誰もが行ったことがあるだ
ろう流しマスパーランドが
時習館高校に上陸！ウ
ォータースライダーでは
夏の風物詩や今ＪＫに大
人気なあれが流れてくる
ぞ！

フラれない事で有名な
フ ラーレ ン神社 。今日
はフラーレン神社で縁
日がやってるみたい！
絵馬を書いてフラーレ
ン様にお願いすると、何
事にもフラれないかも？

現 代 っ子の プー さ ん
はハニーハントなんて
しません。スーパーで
買います。刺激不足
の毎日…。さああなた
もプーさんと共に刺激
を求めてモンスターハ
ントへ！

まるで本物の廃病院か
のような空間で君たち
はゾンビを倒せるか？
スリルのあるシューティ
ングゲーム！２－７でや
ってます！ぜひ来てね
☆☆☆

Ｂｅｌｌｏ！あの 2 年 8 組が
贈るシューティングライ
ド。
Luk at tu！Stupa！
(見てね!止まってね！)
世界最高を届けたい。
Ｗｏｗ…

ウェンディはピーターパ
ンを夢見る女の子。誕
生日の夜、ピーターパン
と出会いネバーランドに
行くことに！？ピーター
パンとウェンディの冒険
が今始まる！

そこの君！一緒に不思
議なチョコレート工場を
見学しませんか？ビタ
ーな工場長、スパイシ
ーなダンサー、スウィー
とな家族愛を童心にか
えり御賞味ください♡

舞台は中世ヨーロッパ。
仲の悪いウィスタリッチ
家、ベルブック家のロミ
オとジュリエット。恋に落
ちた 2 人は困難の中真
実の愛を手に入れるの
か…。

脳みそが欲しい。心が
欲しい。勇気が欲し
い。おうちに帰りたい
…。偉大なる魔法使
いオズのもとに向かっ
たドロシーたちの願い
は、果たして叶えられ
るのか？
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３年５組

(体育館)

22

３年６組

(体育館)

23

３年７組

(体育館)

Rapunzel

美女と野獣と俺様と

Dear, Maleficent

母親の言いつけを破り、
塔の外へ出ることを決
意したラプンツェル。愛
する人とともに困難を乗
り越え、ついに夢を叶え
たその先に、彼女が見
つける真実とは…

名作「美女と野獣」が、悪
役ガストンにスポットを当
てて描かれる、ディズニ
ー未着手、衝撃のアナザ
ーストリー！彼は悪魔
か、それとも悲劇の英雄
かー？

「眠れる森の美女」それ
は呪いをかけられた少
女の物語。でもあなた
はまだこの物語の真実
を知らない……

31

書道部

（2-7,8 と 3-7,8 の間）

32

美術部

（2A）

33

24

３年８組

(体育館)

外国語部

(2Ｂ)

新夜一夜物語

悪人ジャファーとの
ランプとジャスミン
姫を巡る戦い。猿の
アブーと共にアラジ
ンは、愛のために困
難に立ち向かう！笑
いあり、歌あり！感
動をお届けします！
34

25

ゆりのき会

(本館と 3 年棟の間)

文学部

(購買横)

26

放送部写真班

(教育工学棟前の廊下)

27

演劇部

(自学自習室)

28

華道部

(3 年棟 1 階廊下前)

新たな時代の幕開け

お茶会

GATEAU KINGDOM

ゆりのき会に来ない気
かい？華麗なるハンド
部と共に、ハイゼックス
カレーや鬼まんじゅうな
どを作るのだ！売上金
は募金にな るから 、ぜ
ひみんな来てね♪

写真班では日々部員が
写真撮影をしていま
す。文化祭では特に秀
でている作品を展示し
ます。皆さんの評価を
聞ける大切な機会なの
でぜひ見に来てくださ
い。

おはようございます演劇
部です。今年もやってま
いりました演劇部文化
祭公演！今年はどんな
劇が披露されるかな？
たくさんのご来場をお待
ちしております♪

今年は「新たな時代の
幕開け」というテーマ
で、令和最初の文化祭
を華やかに色どる作品
を部員１人１人が心を
込めて生けました。ぜひ
見に来て下さい！

おいしいお抹茶とお茶
菓子を用意していま
す。正座が苦手、作法
が分からない方でも大
丈夫です！普段中々で
きない体験をしてみま
せんか？
ぜひ会議室へ♪

10 時からと 13 時 30
分から、３年棟と本館の
間でおいしいお菓子を
販売します！昨年も人
気だったアイスボックス
クッキーと新商品を並
べて待ってます♪
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SSH 生物部

(生物室)

36

SSH 地学部

(地学室)

37

SSH 物理部

(物理室)

38

SSH 数学部

(1B)

生き物なんだもの

JSS－宇宙の旅－

つくってワクワク！

カックロ・カケクロ

様々な色を使ってカラフ
ルな作品を作ります！迫
力あるパフォーマンスを
是非ご覧ください。また、
部員が書いた作品を
1-A で展示します。ぜひ
見に来てください！

美術部の部員達が制作
した、個性豊かな油彩・
水彩画作品等を展示し
ます。今年は部員オリジ
ナルのぬり絵プレゼントも
あります！是非お越し下
さい。

これが分かれば君も時
習王！大人から子供ま
で楽しめる英語のクイズ
を 出 題 ！景 品 参 加賞
あり！ぜひ来てくださ
い！

今年も文学部部誌、
cosmos を 販 売 し ま
す。小説、短歌、詩、
イラスト等々部員の魂
が籠った作品集がな
んと 100 円。購買横
水 飲 み場 に行 くの で
す。

今年の生物部はすご
い！クイズ大会、ウミホ
タルなどの面白い企画
を平然とやってのけ
る！そこにシビれる！あ
こがれるゥ！お近くの生
物室へ、今すぐ GO！！

ここは、Jishukan
Space Station
四季の星空をめぐる旅へ
私達がお連れします。お
１人様大歓迎！
気軽にフラッと
立ち寄る方大歓迎！

懐かしいオモチャを作
り、遊んでみましょう！
ストロー笛、ホバークラ
フト、竹とんぼを作れ、
空気砲を体験できま
す ！場 所は 理芸 家棟
の階段を上って右手側
の物理室！

数学部が作成したパズ
ル、カックロ・カケクロを
解いてみませんか？初
心者から上級者まで幅
広いレベルで用意して
います。ぜひ、遊びに来
てください！

ディベート

43

PTA 出店

（3-8、本館と 3 年棟の間）

44

SSH・SGH

(3-5~7)

さあ、旅に出ようー
45

竹内先生

(化学準備室前)

秋の定期演奏会

時習生はこう考える！

まごころ２０１９

SG 展示

タケウチ・ベーカリー

吹奏楽なのに吹かねー
じゃーん(寺〇心風)嘘
です、バリバリ吹きま
す。演奏するのはみん
な知ってるあの曲やこ
の曲♪かっこいい吹奏
楽の世界へようこそ！

ずっと続いてきた、あのデ
ィベート企画です。答え
なき問題に時習生はどう
切り込み、挑むのか！？
新時代のチャンピオンは
どのチームが！？
Do Not Miss it!

時習祭を楽しむ全ての
方へ
「まごごろ」を込めたおも
てなしと笑顔の花咲く交
流の場として…

時習館 SSH・SGH 事
業について掲示してあ
ります。お時間のある
方は是非ご覧くださ
い。

今年も頑張りました。皆
さんに食べていただきた
くて…化学準備室前で
販売します。
9:00～、13;00～シフォ
ン・クッキー・タルト等買
いに来てくださいね。
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SSH 化学部

(化学室)

cosmos111

42

家庭部

演劇部文化祭公演

「時習王」

(3A)

30

(本館と 3 年棟の間)

写真班写真展

美術部作品展示

41 吹奏楽部

茶道部

魔法の袋で防災食！

書道パフォーマンス

(体育館)

29
(会議室)

時習祭
投票・アンケートに
御協力ください！

CHEMICAL QUEST

よくぞ きた！ 勇敢な
時習生！ 150 年前に
周期表を 作った
メンデレーエフの 後を継ぎ
化学に 触れたいだろぉ？
▷はい
いいえ

40

歴史部

(多目的室)

歴史部展示会
歴史部です。今年も
やります、展示会！
部 誌「 たか しやま 」も
無料で配布します。
時間の有る方は是非
お越し下さい。

