
日程 公開 テーマ 主な内容等

9/3(土) 14:00 ～ 18:30

9/4(日)
10:00
13:15

～
11:45
15:00

9/10(土)
第１部

9:30 ～ 11:30

9/10(土)
第２部

13:10 ～ 15:00

11/12(土) 10:00 ～ 12:30

11/13(日) 9:30 ～ 12:00

4 志度高校 10/1（土）
※限定
　公開

10/1(土) 9:30 ～ 14:00 志度高祭

☆　商業科　志度高デパート　ふれあい掘り出し物市
☆　電子機械科展　情報科学科展
☆　教室展示　☆　屋外展示　☆　文化部発表

※本校生徒の家族と事前に申し込んでいる中学生は入場可
能
※今後の感染状況によって変更あり。

9/10(土) 9:30 ～ 11:30

12:30 ～ 14:30

9/10(土)
9:00

12:30
～

11:30
15:30

9/11(日) 9:00 ～ 12:00

11/12(土) 12:30 ～ 15:00

11/13(日)
9:00

12:30
～

11:30
15:00

9 高松商業 9/9(金),10(土)
※限定
　公開

9/10(土) 9:00 ～ 12:30
再青

～再び動き出す青春の１ページ～

★全定の合同開催
★教室展示（文化部展示、クラス研究発表）
★大型オブジェ　★壁画　★中庭ステージ　★バザー
★吹奏楽部演奏　★書道部パフォーマンス
※保護者のみ

9/2(金) 8:10 ～ 12:00

9/3(土) 11:00 ～ 14:00

2 三本松高校 9/9(金),10(土)
※限定
　公開

「サンフェス～SAIKOの瞬間を今～」

全・定共催
★教室展示(クラス・文化部・定時制)
★屋外展示
★各種委員会展示(保健委員会・人権委員会・家庭クラブ
委員会)
★国際コース展、理数科展（展示・サイエンスマジック
ショー）
★書道パフォーマンス、吹奏楽部公演
★ブルーリボンコンサート(９日非公開日のみ)
★学校紹介展示
★高校生献血ボランティアネットワーク展
★ＰＴＡ物品バザー
※本校生徒の家族、制服着用の中学生とその保護者、午
前・午後の２部制

令和４年度　県立高校・県立中学校

文化祭・学校祭 一覧
※日程、内容、来場者入場制限等について、今後、変更する可能性があります。　　　　　

学校名 公開予定時間帯

1 小豆島中央高校 9/3(土),4(日)
※限定
　公開

「ハニカム」
第６回島高祭

★クラス展示（屋内・野外）
★文化部発表（屋内展示・パフォーマンス）

※在校生の保護者及び中学３年生のみ（参加証必要）
※公開内容：３日午後（文化部パフォーマンス）
　　　　　　４日午前・午後　クラス・文化部展示
※最終入場時間：３日（土）17:00
　　　　　　　　４日（日）午前11:15  午後14:30
　　　　　　　　　　　　　（午前午後は完全入替制）

5 津田高校 9/2(金),3(土)
※限定
　公開

「私、津田高が好き
　　　　～今しかできない青春を～」

★教室展示（クラス・文化部）
★装飾（クラス）
★バザー（クラス）
★保健委員会、家庭クラブ展
★体育館催物（音楽部演奏会、有志による音楽演奏、コン
ト等）
※本校在校生の家族

3 石田高校 11/12(土),13(日) 公開
ONE MORE STEP

～みんなで踏み出そう～

★学科展（生産経済科、園芸デザイン科、農業土木科、生
活デザイン科による学習成果・作品等の発表） ★クラス
展 ★人権・同和教育展 ★文化部展 ★吹奏楽部演奏会 ★
農畜産物や加工品の販売（草花・野菜・果物・米・鶏卵
等）

9/3(土) 9:30 ～ 14:30

7 高松高校 9/10(土),11(日)
※限定
　公開 freely

全定通の合同開催
★野外展示（クラス）
★教室展示（クラス・文化部等）
★音楽系文化部によるコンサート・ダンス等のステージ
★生徒主体の文化祭
※在校生の保護者1名に限り、事前申込みの時間帯のみ参
観可。

6 三木高校 9/9(金),10(土)
※限定
　公開

Sustainable　Miki　Fes
　「We never stop running」

★教室展示
★文化部発表
★パフォーマンス
★生徒会企画
★バザー(非公開日のみ)
※同居家族と近隣中学３年生(事前予約制)のみ

10 高松東高校 9/2(金),3(土)
※限定
　公開

「青春謳歌～アクセル全開！東高～」

★巨大壁画（１年）　★屋外展示（２年）　★映像作品
（３年）
★文化部発表および作品展示　★パフォーマンス
★部活動有志による体験コーナー
※9/2パフォーマンス出場の文化部の保護者のみ入場可能
　　　（３年生は生徒１名につき保護者２名まで・
　　　　１、２年生は生徒１名につき保護者１名まで）
※9/3中学校３年生のみ入場可能

8 高松工芸高校 11/12(土),13(日)
※限定
　公開

創立124周年工芸展

★展示（各学科・部活動等）、生徒作品の一部を販売
★生徒会、姉妹校、生徒保健委員会、校内デッサンコン
クール
★定時制展
★体育館公演（演劇部・吹奏楽部・軽音楽部・応援部）
★ＰＴＡマーケット
★所蔵作品展
※事前に申込んだ保護者（生徒１名につき同居の家族２名
まで）入場可能



日程 公開 テーマ 主な内容等学校名 公開予定時間帯

11 高松南高校 9/9(金),10(土)
※限定
　公開

9/10(土) 8:45 ～ 13:30 ＮＥＷＥＲＡ！！！

※中学３年生及び高松南高校３年生の保護者に限り、公開
します。参観希望者は高松南高校ホームページから「受付
票」を印刷し、当日の体温、体調等を記入の上、受付場所
で提出してください。
★教室展示（クラス展示、学科展示、文化部展示、委員会
展示）
★野外展示
★野外ステージ（部活動公演、生活デザイン科コスチュー
ムショー）
※本校高校3年生保護者、中学3年生は来場可

12 高松西高校 9/9(金),10(土)
※限定
　公開

9/10(土) 9:00 ～ 15:00
西高前線
～一人一人の笑顔で西高を満開へ～

生徒主体の文化祭
★教室展示（クラス・文化部・生徒会・保健委員会・家庭
クラブ・HR委員会）
★屋外展示
★体育館ステージ発表、屋外パフォーマンス（文化部）
※家族のみ

13
高松北高校
高松北中学校

9/9(金),10(土)
※限定
　公開

9/10(土) 9:30 ～ 14:30
北稜祭「５Ｇ ～人と人をつなぐ心の

ネットワーク拡大中！～」

★中高合同開催
【高校】
★展示・装飾・研究発表（文化部、クラス、人権展など）
★文化部発表
★バザー（生徒のみ校内で飲食可）
【中学校】
★展示・研究発表（文化部、クラス、人権展など）
★バザー（生徒のみ校内で飲食可）

※保護者のみ可、ただし生徒一人につき２名まで

9/10(土) 9:30 ～ 11:30

12:30 ～ 14:30

※限定
　公開

11/11(金) 8:30 ～ 11:30

★屋内展示
（クラス・学科・文化部・拓心寮・農業クラブ・家庭クラ
ブ等）
★拓心太鼓演奏・書道パフォーマンス
※保護者のみ

公開 11/12(土) 9:00 ～ 12:00 ★農畜産物販売のみ

12/10(土) 10:00 ～ 14:00

12/11(日) 10:00 ～ 14:00

10/22(土) 9:30 ～ 11:30

12:30 ～ 14:30

9/10(土) 9:30
13:00

～
～

12:00
15:30

9/11(日) 9:00 ～ 12:00

21 飯山高校 9/9(金),10(土)
※限定
　公開

9/10(土) 9:30 ～ 12:20
Power!!!

～取り戻せ!!最高の文化祭!!～

★屋内展示（クラス展・看護科展・総合学科展・各種委員
会展・部活動展・校内装飾）★屋外展示（装飾）★ステー
ジ発表（文化部発表、看護体験発表）★専攻科看護研究発
表会
※入場は生徒の家族2名までに制限。受付で参加申込書を
提示
※駐車場はありません。
※感染状況により、公開時間や内容の変更、展示会場への
入場制限を行う場合があります。

9/10(土) 9:30 ～ 12:00

12:45 ～ 14:30

23 善通寺第一高校 9/9(金),10(土)
※限定
　公開

9/10(土) 9:00 ～ 11:30
零（れい）

～新しいスタートライン～

★展示（クラス展、部活動展、デザイン科展、芸術授業選
択者作品展、生徒会展、保健委員会展）
★公演（管弦楽部演奏、演劇部公演、書道パフォーマン
ス）
※同居の家族のみ可

★教室展示
★屋外展示
★文化部発表
★パフォーマンス
★バザー

15 高松桜井高校 9/9(金),10(土)
※限定
　公開

「桜花爛漫」
第27回香川県立高松桜井高等学校文化祭

★教室展示
（クラス、文化部、人権展、保健展、生徒会展他）
★屋外展示（中庭装飾、壁画他）
★公演（吹奏楽部、合唱部、書道部、演劇部他）
★その他（ＰＴＡバザー、お茶会他）
※来場は、許可証を持参した在校生の家族のみ。

14 香川中央 9/9(金)，10(土) 非公開
三刀流

Ｋ    Ｃ     Ｈ

～協力・挑戦・本気～

集う楽しさ　食べる幸せ
～農経産でみんなを笑顔に～

17 坂出商業高校 12/10(土),11(日) 公開 未定

16 農業経営高校
11/11(金)
12(土)

模擬株式会社「セキレ」が企画・運営し、坂出駅前市民ひ
ろば・イオン坂出店で実施する。
１クラスが１店舗を設営する販売実習（生徒が仕入れから
販売・経理まで行う）、各文化部展示、吹奏楽部演奏、ダ
ンス発表等を行う。
協賛：イオン坂出店・インターネット物流
協力：坂出市

18 坂出高校 9/9(金) 非公開
「笑顔満祭　～今しかできない青春を

～」

★教室展示
★文化部発表
★総合探究発表（３年生）

20 丸亀高校 9/10(土),11(日)
※限定
　公開

ＳＨＯＷ ＴＩＭＥ ～みんなが主役～

★クラス・文化部・定時制・通信制の校内展示
★香川丸亀養護学校との交流展示
★体育館行事(クラス演劇，吹奏楽部演奏，演劇部公演，
リズムなぎなた，剣道 VS なぎなた，応援部演技，書道パ
フォーマンス，生徒会企画)
★アーチ(張りぼて)，壁画
★運動場（弓道部近的）
※生徒１名につき保護者２名まで，事前申込みの上で参観
可
※午前と午後は入替

19 坂出工業高校 10/21(金),22(土)
※限定
　公開

２０２２坂工展

★各学科展示、販売
★ものづくり体験
★新体操部パフォーマンス
★PTAフリーマーケット
※本校生の家族、中学生およびその保護者に限り、事前申
込みの上で入場可

22 丸亀城西高校 9/9(金),10(土)
※限定
　公開

笑顔満祭
～all day smile～

★クラス展示（屋内・屋外）
★文化部作品展
★文化部ステージ
★パフォーマンスショー
★バザー
※保護者のみ可
※12:00～12:45は生徒・職員のみ



日程 公開 テーマ 主な内容等学校名 公開予定時間帯

24 琴平高校 9/9(金),10(土)
※限定
　公開

9/10(土) 9:30 ～ 12:30 「青春桜華」（せいしゅんおうか）

★教室展示
★屋外展示
★文化部発表
★生徒会企画イベント
★バザー
※在校生の家族のみ可

25 多度津高校 11/11(金),12(土) 公開 11/12(土) 9:00 ～ 15:00
【予定】

「Ａ Ｎｅｗ Ｅｒａ」
～新たな歴史の始まり～

★展示（学科展、クラス展、部活動展等）
★正門・校内装飾

23 笠田高校 11/11(金),12(土) 公開 11/12(土) 8:45 ～ 11:30 第94回笠高祭

★展示（科展、クラス展　等）
★屋外装飾
★農産物即売会（草花、野菜、果樹、食品加工品　等）
※味噌購入希望の場合、当日朝配布する整理券が必要

9/10(土)
午前の部

8:40 ～ 11:10

午後の部 12:10 ～ 14:40

9/10(土)

9/11(日)

27 高瀬高校 9/9(金),10(土)
※限定
　公開

「みんなで笑栄！！！！～あえて言いま
す。俺らのハートは濃密です。～」

★展示・催物：クラス展、文化部展、家庭科展、生徒会
展、正門装飾、はりぼて、壁画
★体育館行事：吹奏楽コンサート、チアーリーダー、ダン
ス、書道パフォーマンス
★クラス対抗CM選手権
※本校生徒の家族、中学校３年生とその保護者のみ可（予
約制）

14:30
未来に届け　100年の想い

－新時代を、伝統と共に。—

★クラス教室展示　★クラス屋外展示　★工業科展
★文化部活動展示・パフォーマンス
★家庭科体験コーナー
★食物系列バザー(事前予約制、テイクアウトのみ)
★生徒会、図書委員、産社、探究展示
★人権・同和教育部展示 ★PTAフリーマーケット
※最終入場時間：10日(土)14:00
※入場制限(在校生の保護者と三観地区の中学３年生のみ)

★教室展示★屋外展示★学芸部作品展示や発表★クラス展
示（①，③，④の時間帯に在校生の家族（2名まで）と中
学3年生に公開）
★デカンショ・民謡踊り（②の時間帯に3年生の保護者等
（1名）に公開。10日(土)雨天の場合は11日(日)に実施）
※在校生の家族，中学3年生に入場券を事前に配布する。
中学生の配布については一日体験入学の参加校に送る。

③ 9:00 ～ 11:40
④12:40 ～ 14:40

29 観音寺総合高校 9/9(金),10日(土)
※限定
　公開

9/10(土) 9:00 ～

28 観音寺第一高校 9/10(土),11(日)
※限定
　公開

①11:40 ～ 14:10
②15:20 ～ 16:50

No more　平和泥棒
～コロナから青春を取り戻せ～


