
美術・工芸部会
　　　絵　　画　『深層を編む』西田ことみ（斐太高）　　　  　　『見えるのは』花城　  想（斐太高）
　　　　　　　　『無知』沖野  夏菜（斐太高）　　　　　　　　　『偽る臓器』　細野  百佳（揖斐高）
　　　　　　　　『梅雨入り』武藤  小春（郡上高）　　　　　　　『群盲象を撫ず』仲繪  鈴映（多治見工業高）
　　　　　　　　『昼間の静寂』井上  莉緒（飛騨神岡高）
　　　デザイン　『ピース』宮本  葉月（多治見工業高）　　　　　『絶滅危惧種』大森ひなた（益田清風高） 
　　　　　　　　『浸侵』馬淵  峻輔（長良高）
　　　陶　　芸　『生態コイル』小池  優斗（多治見工業高） 
　　　　　　　　『のぞいてみやぁ～』大山  乃愛　小林ゆずな（多治見工業高）

書道部会
　　  『李白の詩』竹澤  里彩（岐阜高） 　　　　　　  『臨　石臺孝経』脇田  実咲（岐阜各務野高）
　　  『臨　元永本古今集』水谷  郁美（大垣西高） 　　　『臨　趙之謙楷書氾勝之書』清水麻理奈（可児高）
　　  『知新』宮川  結名（大垣日大高）

写真部会
　　  『道』奥野  香凜（大垣西高） 　　　　　　『小さな先輩』上野  瑞月（岐阜農林高）
　　  『夏17歳』古田  萌香（吉城高） 　　　　   　 『魔界への入り口』田中  瞭那（関商工高）
　　  『淡いとき』長屋  音羽（岐阜東高）

文芸部会
　　  『「Lotos」29』（岐阜高） 　  　　 『山葵』（長良高）　　　　　 『HAKUBAI　No.117』（加納高）
　　  『細雪』（各務原西高） 　  　　　  　『かたくり』（山県高）　　　 『あしかび』（羽島高）
　　  『漣（さざなみ）』（大垣北高）　　　　『雑草』（関高）　　　　　 　『むさらこ』（加茂高）
　　  『BIFROST（びふろすと）』（多治見高） 『真澄　九十二号』（瑞浪高） 『若樹』（恵那高）
　　  『空物語』（坂下高）　　　　　　　 『手風琴』（斐太高）　　　     『四階　物理講義室』（飛騨高山高）
　　  『夏の宵』（鶯谷高）

自然科学部会
　　  『「長良川・揖斐川における環境DNA 定量解析を用いた生物分布モニタリング」
　　　　　　　　　　　　　　　   ～アユと冷水病菌の季節的相互関係を探る～』（岐阜高　自然科学部生物班）
　　  『カスミサンショウウオの性フェロモンと受容体について』（岐阜高　自然科学部生物班）
　　  『ホバリング飛行能力をもつ蛾　ホウジャク亜科の秘密に迫る』（岐山高　生物部）
　　  『エッジ効果を利用した色素増感太陽電池の性能向上に関する研究』（岐山高　化学部）
　　  『声から感情を読み取る～個人の声の特徴～』（岐山高　地学物理部）
　　  『飛越地震を再検証する～高山陣屋文書を科学する～』（斐太高　科学部）

地域研究部会
　　  『廃仏毀釈』（岐山高） 　　　　　　　　　　　『岐阜大仏の謎に迫る』（加納高）
　　  『江馬修の学問と芸術的抵抗』（関高） 　　　　『関ケ原と南宮山』（鶯谷高）

特別支援学校
　　　関特別支援学校　『紙製品』『陶芸製品』『美術作品』『学校紹介パネル』などの展示
　　　東濃特別支援学校『木工製品』『窯業製品』『縫製製品』『フエルト製品』『リメイク製品』
　　　　　　　　　　　『印刷紙工製品』『イラスト』『学校紹介パネル』などの展示

1　ファンファーレ・開会のことば　  13:00～13:05

　　関商工高　吹奏楽部
　　生徒実行委員長　藤本 千夢（自然科学部会　八百津高）

2　式　　　 典　  13:05～13:40

　 （１） あいさつ　岐阜県高等学校文化連盟会長　髙田 広彦
　　　　　　　　　　   岐阜県環境生活部県民文化局長　矢本 哲也

　 （２）  来賓祝辞　岐阜県教育委員会教育次長　堀　 貴雄

　 （３）  来賓・17部会 部会長紹介

　 （４）  表　　彰　令和元年度岐阜県高等学校総合文化祭ポスターコンクール
　　　　　　　　　　 　最優秀賞　渡部 華乃（多治見工業高2年） 令和元年度総文祭ポスター・チラシに採用
　　　　　　　　　　 　優  秀  賞　市橋 ひなた（岐阜城北高2年）　 令和元年度総文祭プログラムに採用
　　　　　　　　　　 　優  秀  賞　田口 木乃霞（郡上高3年）   　　  岐阜県高文連創立40周年記念誌表紙に採用

　　　　　　　　　　 　令和元年度度岐阜県高等学校総合文化祭テーマ募集

　　　　　　　　　　 　１位　西澤 里穂（加納高2年）『 糸  ～人と時代、文化をつむぐ～ 』

　　　　　　　　　 　令和元年度岐阜県高等学校文化連盟功労者表彰
　　　　　　　　　　 ○上位入賞
　　　　　　　　　　　将  棋  部  会　伊藤 　壽（鶯谷高　将棋部）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・第43回全国高等学校総合文化祭  将棋部門  女子団体の部  優勝

　　　　　　　　　　　写  真  部  会　井戸 俊博（関商工高　写真部）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・全国高校生写真サミット2019（ニコンイメージングジャパン主催）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 グランプリ（全国優勝）

　　　　　　　　　　　自然科学部会　高木 雅紀（大垣北高）、矢追 雄一（岐阜高  自然科学部）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・第9回高校生バイオサミットin鶴岡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   文部科学大臣賞、及び経済産業大臣賞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・第43回全国高等学校総合文化祭 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自然科学部門ポスター・パネル発表  奨励賞

　　　　　　　　　　　地域研究部会　林 　直樹（関高　地域研究部）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・第85回日本考古学協会高校生ポスターセッション　最優秀賞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  角田 宜樹（加納高　地域研究部 ） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・第43回全国高等学校総合文化祭  郷土研究部門  優秀賞
　　　　　　　　　　○感 謝 状
　　　　　　　　　　　放  送  部  会   後藤 康宏（専門部長5年間  前長良高校）
　
　 （５）  部会紹介  展示部門：12日、13日（1 F 美術ロフト）
　　　　　　　　　　　　　　　美術工芸・書  道・写  真・自然科学・文  芸・地域研究・特別支援

　　　　　　　　　　競技部門：13日（1 F 音楽ロフト）：囲碁新人大会
　　　　　　　　　　　　　　　　　（2F  ワークショップルーム和室）：小倉百人一首かるた岐阜県選手権大会

　 （6）  総合文化祭各部会の日程と会場紹介　17部会実行委員より（最終ページ参照）

ステージ発表 10月12日（土）13：00～16：00

可児市文化創造センター　主劇場（宇宙のホール）

司　会：西村 潮乃、田牧 詩乃、長谷川 千紘、寺﨑 華歩子（放送部会　多治見北高放送部）

展示作品紹介 可児市文化創造センター　美術ロフト（１Ｆ）
10月12日（土）12:00～16:30、10月13日（日）11:30～16:00

3　吹奏楽部会 公演　  13:50～14:15

　　 岐阜県高校生リーダーズバンド
　　「高校吹奏楽の醍醐味～各校リーダー熱く語る」

　　　【曲　目】

　　　 １．アルセナール　　　　　　　作曲：ヤン・ヴァン・デル・ロースト

　　　 ２．パワプロ応援メドレー　　　作曲：実況パワフルプロ野球サウンドチーム　　編曲：山田 雅彦

　　　 ３．キミの夢は、ボクの夢。　　作詞：西寺 郷太　　作曲：梅林 太郎/mochilon　　編曲：村田 陽一

　　　 ４．パプリカ　　　　　　　　　作詞・作曲：米津 玄師　　編曲：波田野 直彦

　　　 ５．エル・カミーノ・レアル　　 作曲：アルフレッド・リード

　　　【出演校】

　　　 池田高、大垣北高、大垣商業高、岐山高、各務原高、各務原西高、加茂高、加茂農林高、 中津高、
　　　 岐阜聖徳学園高、本巣松陽高、岐阜第一高

4　器楽部会 公演（ギター、マンドリン合奏）　14:20～14:35

　　 岐阜東高と富田高合同合奏

　　　【曲　名】

　　　 願いの叶う本、他

5　放送部会 発表 　14:40～15:00

　　　 大 垣 東 高　放 送 部【朗　　　　　　読】  宮下奈都の小説『羊と鋼の森』　  　　    森　 さくら（２年）
　　　 大 垣 東 高　放 送 部【 ア ナ ウ ン ス】『「針魚」って知っていますか？』　　　    梶川 明香里（３年）
　　　 大垣工業高　放送演劇部【ビデオメッセージ】『枡の生産日本一』　  奥田  結実（３年） 伊藤 太志（３年）
　　　 加　納　高　放 送 部【創作テレビドラマ】『Lunch Time Royale』大沼  花梨（１年） 坂野 翠咲（１年）

6　器楽部会 公演（筝曲）　15:15～15:25

　　 東濃実業高 筝曲部

　　　【曲　名】
　　　 グリーン・ウィンド

7　合唱部会 公演　  15:30～15:55

　　 合唱部会合同合唱団

　　　【曲　名】

　　　 １．鷗　　　　　作詞：三好 達治　　　　　作曲：木下 牧子

　　　 ２．群青　　　　作詞：福岡県南相馬市立小高中学平成24年度卒業生　　作曲：小川 美紀　編曲：信長 貴富

　　　 ３．ほらね　　　作詞：いとう けいし　　　作曲：まつした こう

　　　 ４．ケヤキ　　　作詞：まど みちお　　　　作曲：なかにし あかね

　　　 ５．ぜんぶ　　　作詞：さくら ももこ　　　作曲：相澤 直人

　　　【出演校】

　　　 岐阜高、岐阜北高、長良高、各務原西高、大垣北高、大垣東高、大垣桜高、関高、武義高、

　　　 八百津高、加茂高、多治見北高、恵那高、恵那農業高

岐阜県高等学校文化連盟創立40周年記念事業
令和元年度 岐阜県高等学校総合文化祭 総合開会式 プログラム


