
第４３回 大分県高等学校総合文化祭 県南・豊肥大会
ステージ発表 プログラム

１１月１５日（木）
開会行事 ９：３０～９：５０
１ ファンファーレ 竹田高校器楽部
２ 県南･豊肥地区生徒代表入場 県南･豊肥地区１０校生徒会
３ 開会宣言 佐伯豊南高等学校生徒会代表 中野 乃亜
４ 高文連会長挨拶 大分県立大分西高等学校校長 野尻 明敬
５ 大分県教育委員会挨拶 大分県教育委員会 教育長 工藤 利明
６ 来賓祝辞 臼杵市長 中野 五郎
７ 来賓紹介 津久見高等学校生徒会代表 寅丸 愛斗

竹田高等学校生徒会代表 廣瀨野乃香
８ 祝電披露
９ 生徒代表歓迎の言葉 佐伯鶴城高等学校生徒会代表 德富 響
10 表彰 (大会テーマ） 三重総合高等学校 福西 咲羅

（シンボルマーク) 三重総合高等学校 米田 茉由

第１部 １０：００～１２：２０

１ 総合司会自己紹介 総合司会者
２ 日本音楽専門部（箏曲） 臼杵高等学校

「五重奏曲」（栗林秀明 作曲）

３ 職業専門部（商業） 中津東高等学校
「女子会イベントのニーズを求めて

～ターゲットの先にいるターゲットは誰？～」
［第45回大分県高等学校生徒商業研究発表大会 最優秀賞］
［第17回九州地区高等学校生徒商業研究発表大会 優秀賞］

４ 吟詠剣詩舞専門部 大分南高等学校・竹田高等学校
書道吟「桜詞に遊ぶ」
［第４２回全国高等学校総合文化祭・信州総文出場］

５ 科学専門部 大分上野丘高等学校 化学部
「 疎水コロイドを用いた金属イオン濃度の簡易測定法」
［高文連科学専門部第５９回科学クラブ研究発表大会化学部門
最優秀賞］

６ 英語専門部（英語弁論） 大分上野丘高等学校 ２年 平山 紗江
「 My Precious Partner, Leo

（私の大切なパートナー、レオ）」
［第67回大分県高等学校英語弁論大会 １位］

【 休 憩 】

７ 家庭専門部 別府鶴見丘高等学校
「ＴＷＩＮＫＬＥ」
［平成30年度高等学校文化連盟家庭専門部研究・作品コンクール
発表部門・最優秀賞］

８ 日本音楽専門部（郷土芸能）三重総合高等学校
「五穀舞」
［大分県高等学校文化連盟 日本音楽専門部

第41回邦楽発表大会 郷土芸能の部 金賞］
９ 職業専門部（工業） 中津東高等学校 土木科

「無人航空機操縦技能の習得と土木分野への活用」

［生徒研究成果発表大会 優秀賞］



10 弁論専門部（日本語弁論） 竹田南高等学校 ３年 宮本 記龍

「それが自分」

［第68回大分県高等学校中央弁論大会優良賞］

11 音楽専門部（声楽） 芸術緑丘高等学校 ３年 相馬 千紘

Vivaldi 「O del mio amato ben」

Hendel「Chio mai vi possa」

［第68回大分県高等学校音楽コンクール声楽部門第１位］

12 音楽専門部（木管楽器） 芸術緑丘高等学校 ３年 泉 小雪 ≪フルート≫

Ernesto Koehler作曲

「Twelve Medium Difficult Exercises」よりNo.10

Karg-Elert 作曲

「Sonata Appassionata Fis moll」

［第68回大分県高等学校音楽コンクール弦楽器部門第１位］

13 音楽専門部（打楽器） 芸術緑丘高等学校 ３年 秦 朋葉 ≪スネアドラム≫
Siegfried Fink 作曲「Trommel Suite」より
「intrada,toccata,nista,Cadenza,marcia」

［第68回大分県高等学校音楽コンクール打楽器部門第１位］

第２部 １３：３０～１５：５０

１ 総合司会自己紹介 総合司会者

２ 演劇専門部 三重総合高等学校 演劇部

「ZONE/DOCK～PhoenixZoneへの階段～」
［第7１回大分県高文連中央演劇祭優秀賞］

【 休 憩 】

３ 弁論専門部（日本語弁論） 竹田南高等学校 ３年 向井 優奈

「光と闇の世界」

［第68回大分県高等学校中央弁論大会最優秀賞］

４ バトントワリング 大分東明高等学校 バトントワリング部
「Ｈｅｒｏ」
[平成29年度大分県高文連マーチング・バトンカーニバル県
代表]
［第42回全国高等学校総合文化祭長野大会パレード部門並び
にマーチングバンド部門大分県代表・
グッドパレード賞（パレード部門）］

５ 職業専門部（水産） 海洋科学高等学校

私たちにできること！お魚捌き隊が行く」
～地域との連携した取り組み～

［平成29年度第26回全国水産・海洋高等学校生徒研究発表大会
奨励賞］

６ 青少年赤十字専門部 大分西高等学校

「大分西高校のＪＲＣ部の活動」

［平成29年度第11回赤十字救急法大会優勝］

７ 文芸専門部（小説） 竹田高等学校 ２年 明石みき
「青空は変わることなく」
［高校文芸68コンクール小説部門最優秀賞］

８ 放送専門部（テレビ番組） 大分南高等学校 放送部

「The Greatest Festival」

［第65回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト第52回大分県大会に



おいて優秀な成績を収めた］

９ 吹奏楽専門部 藤蔭高等学校 吹奏楽部

「義経と姫の悲恋伝説」ほか

［平成29年度大分県高文連ブラスカーニバル金賞、県代表］

［第1回全九州高等学校総合文化祭[沖縄大会]吹奏楽部門大分県
代表出場］

＜総合司会＞
大分舞鶴高等学校

橋本 由紀 ［第65回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト第51回大分県大会において優秀
な成績を収めた］

津留もな実 ［第65回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト第51回大分県大会において優秀
な成績を収めた］

大分高等学校
高見 奈央 ［第65回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト第51回大分県大会において優秀

な成績を収めた］
岡部 里咲 ［第65回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト第51回大分県大会において優秀

な成績を収めた］
羽田野 愛 ［第65回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト第51回大分県大会において優秀

な成績を収めた］
大分商業高等学校

安藤ひかり ［第65回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト第51回大分県大会において優秀
な成績を収めた］

１１月１６日（金）
第３部 ９：３０～１２：２０

１ 総合司会自己紹介＆大会レポート 総合司会者

２ 演劇専門部 大分豊府高等学校 演劇部
「 うんとこしょ！ 」
［第71回大分県高文連中央演劇祭最優秀賞］

３ 職業専門部（農業） 玖珠美山高等学校

「 甦れ！レンゲツツジの郷 ChapterⅣ

～群落再生へ向けた取り組みについて～ 」
［平成30年度第65回大分県学校農業クラブ大会発表大会、プロ

ジェクト発表分野Ⅱ類｢開発・保全・創造｣最優秀賞］

４ 文芸専門部（詩） 大分鶴崎高等学校 ３年 局 桃花

「あのひのこと」
［高校文芸68コンクール詩部門最優秀賞］

５ 文芸専門部（俳句） 国東高等学校 ２年 財前香花
俳句「死臭すらかき消してなお炎天下」
［高校文芸68コンクール俳句部門最優秀賞］

６ 文芸専門部（短歌） 大分上野丘高校 ２年 上村日那乃
短歌「背の低い黄色ばかりの万華鏡跳ねては歩く雨の鼻歌」

［高校文芸68コンクール短歌部門最優秀賞］

７ バトントワリング 昭和学園高等学校 バトン部
「ＹＯＵＮＧ ＭＡＮ －躍動－」

［第20回全九州カラーガードコンテスト チーム部門金賞・最
優秀賞 ソロ部門金賞・最優秀賞・審査員特別賞］



【 休 憩 】

８ 音楽専門部（弦楽器） 大分西高等学校 ３年 梶原 萌香 ≪ヴァイオリン≫
「メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲」
［第68回大分県高等学校音楽コンクール弦楽器部門第１位］

９ 音楽専門部（金管楽器） 芸術緑丘高等学校 ２年 石井 郁哉 ≪トロンボーン≫
Ernst･Sachse「Concertin in B♭ mojor」
［第68回大分県高等学校音楽コンクール金管楽器部門第１位］

10 音楽専門部（ピアノ） 大分東明高等学校 ２年 大石 京奈
「プロコフィエフ ピアノソナタ第3番」
［第68回大分県高等学校音楽コンクールピアノ部門第１位］

11 放送専門部（テレビ番組） 大分上野丘高等学校 放送部
「視線の先には」
［第65回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト第51回大分県大会に
おいて優秀な成績を収めた］

12 生徒交流会報告 三重総合高等学校生徒会代表 原野 葵衣
佐伯鶴城高等学校生徒会代表 徳富 響
臼杵高校高校 生徒会代表 北山 叶

13 吹奏楽専門部 別府翔青高等学校 吹奏楽部
「ハイ・スクール・マーチ」ほか
［第42回全国高等学校総合文化祭[長野大会]吹奏楽部門大分県
代表出場］

閉会行事 １２：３０～１２：５０
１ ファンファーレ 佐伯鶴城高等学校吹奏楽部

２ 大合唱 佐伯鶴城・佐伯豊南・臼杵高等学校

３ 大会アピール文発表 竹田南高等学校生徒会代表 森尾 美月

臼杵高等学校生徒会代表 林 風薫

４ 大会旗引き継ぎ 臼杵高等学校生徒会代表 川野明日香

宇佐高等学校生徒会代表

５ 実行委員長挨拶 臼杵高等学校校長 藤永 直也

６ 閉会宣言 海洋科学高等学校生徒会代表 松尾 彪


