
令和元年 7月 1日 

保 護 者 各位 

北海道滝川西高等学校長  菅 原 史 彦 

令和元年度 第 37回 北海道滝川西高等学校『合唱コンクール』 並びに 

第 47回 北海道滝川西高等学校学校祭『滝西祭』の開催について（ご案内） 

盛夏の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日ごろより本校の教育活動に対しま

して、ご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。 

さて、標記の件につきまして、次の日程で実施することになりました。学校祭『滝西祭』は、

今年度のテーマを「完全燃焼～燃え尽きろ 令和最初の滝西祭～」として、2日間開催します。 

つきましては、次の時間帯で公開をしますので、ご案内いたします。 

記 

１ 日程と内容 

（1）合唱コンクール   会場 たきかわ文化センター 

 令和元年 7月 4日（木）  （一般公開）9:25～12:40 

     各学級の合唱、音楽科授業選択生徒の演奏など 
合唱の発表順序（予定） 
発表順 クラス 曲名 発表時間 

(1) 1B 心の瞳  9:40- 9:46 
(2) 1D あなたへ～旅立ちに寄せるメッセージ～  9:46- 9:52 
(3) 1F 虹  9:52- 9:58 
(4) 1C あなたへ～旅立ちに寄せるメッセージ～  9:58-10:04 
(5) 1E 空も飛べるはず 10:04-10:10 
(6) 1A 青い鳥  -Movie edit Version‐ 10:10-10:16 
(7) 2D 空駆ける天馬 10:16-10:22 
(8) 2F 流浪の民 10:22-10:28 
(9) 2A 変わらないもの 10:28-10:34 

(10) 2E ヒカリ 10:34-10:40 
(11) 2C 時を超えて 10:40-10:46 
(12) 2B エトピリカ 10:46-10:52《終了後 13 分休憩》 
(13) 3E 走る川 11:05-11:11 
(14) 3B 心の瞳 11:11-11:17 
(15) 3F ヒカリ 11:17-11:23 
(16) 3C 花をさがす少女 11:23-11:29 
(17) 3A 言葉にすれば 11:29-11:35 
(18) 3D 君が君に歌う歌 11:35-11:41 
(19) 3G 思い出すために 11:41-11:47 
(20) 3 年生芸術音楽クラス 道 11:47-11:53 
(21) 吹奏楽局 誕生日には真白な百合を 11:53-12:00 

 

※ 会場施設の都合で、保護者席は 200 席となっておりますのでご了承ください。 

※ 各発表中の会場への出入はできません。また、進行状況により時間の変更があります。 

※ 発表中の私語は他の方への迷惑になりますので、お静かに願います。 
 

 

（2）滝西祭    会場 北海道滝川西高等学校 

 令和元年 7月 5日（金）  （一般公開）9:00～16:00 
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 生徒模擬店  

 

裏面に続く  



学校祭期間中の駐車場のご案内 

 

こちらに 
なります 

正門より南に 300m 

徒歩約３分半 

滝川西高校 

セブンイレブン滝川有明店および

西地区コミュニティセンターへの

駐車は禁止します。 

クラパコ 1 年 

1E  Dancing 1－E  一生懸命覚えたダンスと野菜になりきり
頑張ります! 

1C  Cool+Cute＝1C  最初の滝西祭で不安がありますが、精

一杯頑張ります。 
1A  ダンスメドレー  みんなで楽しくダンスを踊ります! 
1F  韓国に恋する惑星  有名アイドル来ます!! 

1B  1－B M ステ  各ダンスに注目!! 
1D  Let`s Dancing!!  1D の個性たっぷり Dancing time! 

Let’s party night! 

クラパコ 2 年 
2E  White Snow Princess.  選ばれたのは… 
2F  Who is the main character?  2F 気合いの一品 

2C  セミの 3 日間  シュールなラインダンスがうりです。 
2D  モンスターズオケヤ  おどろかせちゃうぞ♡ 

右上に続く 

2B  アナと雪の女王 ~2Bver~  2B らしく、みなさ

んを楽しませます。 
2A  Welcome to 2A!  みなさんのことを全力で笑わ

せます!! 

クラパコ 3 年 
3B  ち B まる子ちゃん  3B らしさ全開でお送りする

じょー 

3A  赤い靴  あなたもきっと赤い靴が欲しくなる…。 
3D  3D・STORY  あなたをおもちゃの世界へ誘い込

みます。 

3F  M・H  楽しく演じます! 
3G  3 年 G 組~今から、皆さんは人質です。~  滝西

最後の〝3 年 G 組″が人質に…。臨場感溢れる 10

分間をお楽しみください。 
3C  宇宙人上陸!!  のび太の恋の行方は・・・？ 
3E  アラジン、ミュージカル  アラジンとジャスミン

のラブラブなシーンにご注目ください。 

 

令和元年 7月 6日（土） （一般公開）   9:00～14:00 

    クラス発表、模擬店販売、展示、イベント、有志発表 
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生徒模擬店 

展 示 

学級模擬店                 展示・部活動模擬店 
＜2A＞補講室 4：バッティングセンター 
＜2B＞1D：お化け屋敷 
＜2C＞2C：ＶＳ嵐 
＜2D＞2D：迷路 
＜2E＞2E：縁日 
＜2F＞2F：射的 
＜3A＞駐車場：冷やしうどん 
＜3B＞3B：トロピカルジュース 
＜3C＞駐車場：チーズスティック・フライドポテト 
＜3D＞駐車場：かき氷 
＜3E＞1A：フランクフルト・ペットボトル 
＜3F＞駐車場：ソース焼きそば 
＜3G＞駐車場：肉丼 

 

＜ステンドグラス＞多目的室：全学年のステンド作品 
＜美術・書道部＞3F：作品展示 
＜書道授業作品＞3E：授業作品展示 
＜茶道部＞茶道室：お茶会 
＜華道部＞被服室：生け花展示 
＜英語部＞3C：海外交流８の展示 
＜商業クラブ＞和洋菓子 
＜コミュニティーサービス局＞1C:パン販売 3D:カップアイス 
＜柔道部＞3A：玉こんにゃく 
＜女子バスケ部＞3G：ゲーム 
＜卓球部＞3G：ゲーム 
＜ソフトテニス部＞駐車場：かき氷 
＜男子バスケ部＞駐車場：焼き鳥 
＜吹奏楽局＞駐車場：カレーライス 

 

 

２ ご来場に関してのお願い 

（1）学校祭当日は学校駐車場を模擬店会場にします
ので、校内での駐車ができません。出来る限り
公共交通機関などを利用し、ご来校ください。 

やむを得ずお車でいらっしゃる方は、駐車台
数に限りがございますが、右図のとおりグラウ
ンド南側の旧山車会館駐車場の利用ができます
ので、そちらをご利用ください。 

（2）地域の方の生活に支障を与えますので、路上駐
車は厳にご遠慮ください。 

（3）旧山車会館駐車場内で
は、警備員の誘導に従って
ください。 

 

体育館一般席は、会場の都合で 100 席となっています。座席が不足した場合にはご了承ください。 


