
インフォメーション
■公衆電話 …… 事務室横　■落し物 …… 放送室
■呼び出し …… 放送室
■怪我・具合の悪い方 …… 保健室
■その他困ったことがありましたらお近くの職員
　または生徒まで。
※場所は見取り図でご確認ください。

ポスター・パンフレット表紙について
ポスター制作者
３年２組　中村 美月
題名が「BLOOM」ということで、お花をたくさん描きたかったのですが、ただお花を描くのも
つまらないなと思い、本から飛び出すというファンタジーテイストに仕上げました。楽しかった
です。

パンフレット表紙制作者
１年５組　井出 萌音
夜明けにかけて個人個人の花が自由に咲き乱れつつも皆が一丸となって成功へ向かえるような
イメージで描きました。文字をもうちょっと真面目に描けばよかったな、と思いました。

　  〈上り〉
小諸発　 中込着
9:18 ̶ 9:44
10:13 ̶ 10:39
10:59 ̶ 11:28
中込発　 小海着
16:15 ̶ 16:49
16:59 ̶ 17:33
17:50 ̶ 18:24

　  〈下り〉
小海発　 中込着
7:25 ̶ 7:56
9:19 ̶ 9:48
11:17 ̶ 11:46
中込発　 小諸着
15:53 ̶ 16:20
16:56 ̶ 17:25
17:30 ̶ 17:58

青空ステージ スケジュール青空ステージ スケジュール
■10:30～  ペアコンテスト
■12:00～  フードバトル
■14:00～  男装・女装
　　　　　　　　　コンテスト

２nd Day
■10:30～  裏切り者は誰だ!?
■12:00～  B I N G O
■13:30～  歌うま＆
　　　　　　　モノマネ選手権

１st Day

•うちわ… 200円 •タオル… 300円
うちわ、タオルいずれも（ピンク、黄、水、緑）の４種類

日輪ショップ 生徒昇降口前
10:00～16:00

学 割
500円

株式会社
 塩川ベーカリー

パンとケーキと
ワンルームマンション

〒385-0045 佐久市大沢字水沼363
TEL 0267-62-3555㈹

営業時間　9:30～
　　売切れ次第閉店
定休日　日曜・祝日
佐久市野沢226-13
　　TEL62-0276

臼田活版株式会社

祝・日輪祭
皆様のますますのご活躍をお祈りします。

佐久市臼田2016
TEL 0267-82-2109㈹

祝 日輪祭

本　　店　〒385-0051
　　　　　佐久市中込1904-1
　　　　　ＴＥＬ 0267-62-0707
　　　　　ＦＡＸ 0267-63-2169
佐久平店　〒385-0029
　　　　　長野県佐久市佐久平駅南11-4
　　　　　ＴＥＬ 0267-66-7070
　　　　　ＦＡＸ 0267-66-7071
外　商　部　〒385-0029
　　　　　長野県佐久市佐久平駅南11-4
　　　　　ＴＥＬ 0267-66-7070
　　　　　ＦＡＸ 0267-66-7071

祝 日輪祭
西沢書店

書籍・雑誌・参考書・文具

Silk vessel
学生衣料・婦人衣料

佐久市野沢262-1  TEL 63-3600

祝・日輪祭

塾（東進衛星予備校佐久野沢校）
リード

Lead から第一志望校へ
皆さんのご活躍を祈念いたします

〒385-0053　佐久市野沢306-12
TEL（0267）64-6060　FAX 64-6061

長野県佐久市野沢93
TEL 0267-62-0124   FAX 0267-62-7118

ラーメン いかりや

スタンプラリー
生徒昇降口前  10:00～16:00
スタンプを集めてくじを引こう!
…模擬店無料券が当たる、かも

暮らしの中に文化と情報を
書籍・紙・事務用品・OA機器・スチール家具・パソコン

祝 日輪祭

図書館企画 受付にてオリジナルしおりをプレゼント!



全校制作の
展示

今年の全校制作は各クラスでたれ幕をつ
くることにしました。全校生徒が参加で
き、見ごたえがあって、生徒だけでなく
お客様にも見ていただけるよう、各クラ
スで手形を使ってたれ幕を作りました。
全校生徒の“手”でつくり上げました。

グランド

写真展 すてきな写真がたくさんあるので
ぜひ来て下さい。（写真同好会）学習室

Candyとゆかいな
美術班展

ゆかいな仲間たちが贈る、
新たな美術班の世界!（美術班）

3-2・3-3
 教室

ロ
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館
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育
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室
弓
道
場

第51回日輪祭に寄せて
学校長　田澤 直人

　日輪祭は、昨年50回を迎えました。
　今年から、次に向けて、新たな歴史が
始まります。
　本校の文化祭は、今や伝統となりつつあ
る、「第九」の全校合唱がありますが、６月
30日㈯・７月１日㈰の一般公開において
も、文化班の諸君は、日ごろの練習の成果
を十分発揮してほしいと願っています。
　生徒諸君は、「おもてなしの心」をもっ
て、来校されるお客様に「北高」ならで
はの文化祭を充分ご堪能していただける
ようにお願いします。
　自分たちが楽しむことも大事なことで
すが、来校者第一主義を貫いてほしいと
思います。
　来校された皆さん、校内の様々な展
示、催し物を、つぶさにご覧いただき、
野沢北高等学校の「日輪祭」を充分お楽
しみください。

生徒会長挨拶 髙橋 遼二
　祭りです！日輪祭です！うぉーーー!!
ろうにゃくなんにょ誰もが楽しむ祭りが
やってきました！文化班の人たちは今ま
で磨いてきた技術などを全校生徒やお客
さんに届ける場ですね。さらに昔、祭り
というものは元々神様と我々人間をつな
ぐ行事だったそうです。なのでこの文化
祭が生徒と生徒、生徒と先生など様々な
人をつなぐものになってくれると嬉しい
です。あ、模擬店は５組のクレープが美
味しいと噂になっているようですよ。こ
の文を見て５組のクレープを買いに来た
という方には、（笑顔の）サービスがあ
りそうな予感がします。何はともあれ、
生徒全員が、お客様がそれぞれの楽しみ
方で楽しめたら日輪祭は成功すると思い
ます。精一杯楽しみましょう!!

日輪実行委員長挨拶 上原 迅弥
　皆さんこんにちは。日輪実行委員長の
上原迅弥です。今年もいよいよ日輪祭が
やってきました！昨年度野沢北高の文化
祭である日輪祭は節目である50回目を迎
え、大成功に終わりました。そして今年
は第51回目であり、半世紀続いてきた日
輪祭の新たなスタートと考え、今までに
ない日輪祭を創り上げるために様々な準
備を進めてきました。毎年恒例になって
いるものから今年から新しく取り入れた
ものまで、全てにおいて大いに盛り上が
ること間違いなしです！今年の日輪祭の
スローガンはBLOOM～咲き誇れ、暁天
の煌めき～です。このスローガンのもと
皆さんの笑顔が咲き誇るよう当日も精一
杯頑張ります！年１回の大イベントを思
いっきり楽しんで、良い思い出をたくさ
ん作りましょう！（※模擬店はフライド
ポテト井出家（ち）がおすすめですよ～）

タイトルNo 場　　所 Ｐ　　Ｒ タイトルNo 場　　所 Ｐ　　Ｒ

青空
ステージ

中庭で楽しい企画を
やっているので来てねー!中庭 ☆日輪　　

ショップ☆
うちわとタオルを
販売してます! 買ってね!　　生徒玄関前

休憩所 疲れたらぜひ、使ってください♪
飲食もできますよ。（保健委員会）

北館２階
会議室

日輪 Winds
Orchestra

２日目の午後を盛り上げます!
ぜひ小体へ!!（吹奏楽班）小体育館

Chinderella
ーMidnight Magicー

音班流アレンジバージョンのミュー
ジカル「シンデレラ」です!（音楽班）小体育館

若草物語 個性豊かな４姉妹の成長を
お楽しみ下さい!（英語班）小体育館

エンドレスの
終わりと始まり。

狂科学者たちがおりなす秘密と
幸せの物語。（演劇班）小体育館

書道
パフォーマンス

１日３部構成で行います!
ぜひきて下さい!（書道同好会）小体育館

3学年理数科
研究発表

課題研究発表の展示。
（理数科）生物室

探究発表 3年生の探求の成果を展示しています。
ぜひ足を運んでみてください。（3学年）

物理室
第１講義室

日輪祭サマー
コンサート

合唱曲から有名な曲まで、
様々な曲を歌います!（音楽班）岳南会館

北高書道展 日頃の活動での個人作品を
展示します。（書道同好会）　　3-4 教室

プラネタリウム プラネタリウムをやるので
ぜひ来てください!（地学班）

3-5 教室
３年講義室

軽音楽班
LIVE!

熱い音楽を届けます!
盛り上がりましょう! （軽音楽班）格技室

弓道体験 この機会に一度、弓道の魅力に
触れてみませんか?（弓道班）弓道場

1-1
おいでやす～

巨大すごろくと縁日をイメージ
した屋台があります!（1-1）1-1 教室

インディング・ジョーンズ
「クリスタルドングリの魔宮」

君もクリスタルドングリを
見つけよう!（1-4）1-4 教室

Haunted Classroom
～今夜は危ないよ!～

3組がお送りする絶叫の時間!
（1-3）　　1-3 教室

白石スイッチ 今年は一味違うピタゴラが
展開されます。（1-5）1-5 教室

将棋with
藤井聡太

野北の藤井聡太と
対局しませんか？（棋道班）第２講義室

めんそれーれ!
阿藤の海～in沖縄～

阿藤シリーズ最新作。
沖縄の海カラ脱出セヨ!（2-1）2-1 教室

魂の
シンキング

君と僕とのクエスチョン。皆さん
一緒になんくるないさ。（2-5）2-5 教室

ウチナー展 沖縄を五感で味わおう!
（2-2）2-2 教室

フライドポテト
いで家（ち）

電子マネーではお買い求めに
なれません（泣）（3-1）ロータリー

“sweets”
の部屋

お菓子の豆知識を展示中!! シュシュ
も販売しています。（家庭科班）　　3-1 教室

焼きそ
バーロー

焼きそバーローたちが
作るんやぜぇ～（3-2）ロータリー

チョコバナナ＆
タピオカジュース

これはフェアトレードの
バナナですか!? （3-3）ロータリー

愛
～おぼえていますか～

明日への夢、希望、涙の幻影を
召し上がれ!（たこ焼き）（3-4）ロータリー

クレープ＆
ワッフル

Johnの超絶おいしい
クレープ＆ワッフル（3-5）ロータリー

かき氷 あなたに会った時の甘さ、一緒に過ごした時の香り、そして別れを
告げられた時の冷たさ。人生、届けます。禁断のデザート、かき氷。ロータリー

うみんちゅ
パラダイス

はいさ～い! Let's go 2-4!
（2-4）2-4 教室

平和学習
展示

平和学習の一環である、
沖縄新聞の展示 （2学年）探究講義室

VS 1-2
猿軍団

“あの”アトラクションで君は
パーフェクトがとれるかな!（1-2）1-2 教室

日輪祭
案内図
日輪祭
案内図

ステージ発表 スケジュールステージ発表 スケジュール
～小体育館～

6/30  １日目
 ■10:30～  英語班
 ■11:45～  音楽班
 ■13:00～  書道同好会
 ■14:15～  演劇班

～岳南会館～
１日目
　■13:30～  音楽班

２日目
　■14:15～  音楽班

7/1  ２日目
 ■10:20～  演劇班
 ■11:35～  英語班
 ■12:40～  音楽班
 ■13:45～  書道同好会
 ■15:00～  吹奏楽班

第51回日輪祭 一般公開スケジュール第51回日輪祭 一般公開スケジュール
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

教　室 学 級 展 示 ・ 文 化 班 展 示

休　憩　所

英語班 書道同好会音楽班 演劇班

音楽班

模 擬 店 ・ 日 輪 シ ョ ッ プ

軽 　 音 　 班

裏切り者は誰だ!? BINGO 歌うま＆モノマネ選手権

青 空 ス テ ー ジ

会議室

中　庭

ロータリー

小体育館

岳南会館

格技室

受付開始
（10:00）

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

教　室 学 級 展 示 ・ 文 化 班 展 示

休　憩　所

音楽班演劇班

音楽班

英語班 書道
同好会 吹奏楽班

模 擬 店 ・ 日 輪 シ ョ ッ プ

軽 　 音 　 班

フードバトル 男装・女装コンテストペアコンテスト

青 空 ス テ ー ジ

会議室

中　庭

ロータリー

小体育館

岳南会館

格技室

受付開始
（10:00）

6月30日㈯
1日目
一般公開

10：00～16：00

7月1日㈰
2日目
一般公開

10：00～16：00

3F

2F

　　

書道室

図書館

中　庭

1F

3F

2F

1F

大体育館

自転車➡

グランド

全校制作

自転車⬇

バイク⬇

⬇

北　館

W.CW
.C

W
.C
W
.C

本　館

事
務
室

放
送
室

生徒玄関 玄関
TEL

保健室

岳南会館ロータリーSYMBOL
WALLくじ引き会場受付

小体育館

格技室

西　館

弓道場

3F

2F

1F

W．C W．C

W．C W．C

P⬅自動車

見学上の注意
・ゴミは校内に設置さ
れたゴミ箱に分別し
て捨てて下さい。
・校内に土足であがら
ないでください。
・校内のものは大切に
扱ってください。

北　
　

館

本　
　

館

本　

館

中 

庭

ちゅらちゅら
ランド

楽しい楽しい
ミニちゅら水族館だよ♪（2-3）2-3 教室

2－5 2－4 探究講義室2－3 2－2 2－1

3年講義室 3－5 3－4 　　 3－3学習室 3－2 3－1

会議室

物理室第1講義室

1－3

1－5

1－4生物室

第2講義室

1－11－2

～
～


