
全企画一覧

ライブイベント(団体)一覧 紹介文、そのほかの情報はHPにて公開しています。
ぜひ、ご覧ください！　https://toinfes.online/

団体名 公開形態 日時 リンク(クリックするとコンテンツに飛びます)

メインワールド土曜・昼 cluster 17日夕方(15:00~17:30) https://cluster.mu/e/1c39b909-e8b4-4a3a-8557-
c3579125733dメインワールド日曜・昼 cluster 18日昼(10:00~14:00) https://cluster.mu/e/db9e6db8-7554-4c38-855a-
541c38ad3f70メインワールド日曜・夕方 cluster 18日夕方(14:00~17:30) https://cluster.mu/e/702da64f-52ca-423d-95af-
37885fc3748dメインワールドYouTube中継(土曜日) YouTubeLive 17日夕方(15:00~17:30) https://youtu.be/nofL9R38IsI

メインワールドYouTube中継(日曜日) YouTubeLive 18日(10:00~17:30) https://youtu.be/UdVmzyB_1iw

軽音ライブ(土曜日・日曜日) cluster タイムテーブルを参照 メインワールドから軽音会場に行くことができます

劇場会場(土曜日・日曜日) cluster タイムテーブルを参照 メインワールドから劇場会場に行くことができます

1-4筑イズオンライン YouTubeLive,zoom 18日 14:00~ https://tsukuis1314.toinfes.jp/

Tシャツグランプリ YouTubeLive,cluster 17日15:00~15:30 https://youtu.be/8WjxP3zC1w0

桐陰王 YouTubeLive,cluster 18日10:30~11:00 https://youtu.be/yauS7wWz95s

噺王 YouTubeLive,cluster 18日14:30~15:00 https://youtu.be/y0bq_BhA2jM

歌うま王 YouTubeLive,cluster 18日16:00~17:00 https://youtu.be/fYmoKv6gv_A

オンライン読書会 zoom 17日16:00~17:30

クイズ体験(クイズ研究部) zoom
17日15:00~16:00

https://tkbartclub.wixsite.com/tsuquiz
18日14:30~17:30

クイズ研究部招待試合 YouTubeLive,cluster 18日12:00~14:00 https://youtu.be/Rxmam4Q5aek

生徒会執行部による
学校説明会

zoom

17日17:00~17:30
参加フォーム　https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSfBH0Jon0dGw1d-UYXpHyqkNOW7-
o4SW0JEdWgpTpkCwFlTQQ/viewform?usp=pp_url

 18日10:00-10:30 

18日11:30-12:00 

18日16:00-16:30

桐陰祭サポートセンター zoom
17日 14:45~17:30

https://us02web.zoom.us/j/88639819846
18日 10:00~17:30

常設団体一覧 紹介文、そのほかの情報はHPにて公開しています。
ぜひ、ご覧ください！https://toinfes.online/

クラス団体
団体名 公開形態 リンク(クリックするとコンテンツに飛びます)

1-2「イチノニスイッチ」 YouTube https://youtu.be/lxN6EPiWUaw

1-3「桐陰の館」謎解きゲーム 自作HP https://toin-yakata.toinfes.jp/

1-5「中庭の魔法使い」劇 YouTube https://youtu.be/i3gW1kooBMs

1-6「ROCK ME」 YouTube https://youtu.be/V_M9P1YRgoA

2-1  スーパー筑附ブラザーズ
初級

cluster https://cluster.mu/w/18c340a0-a5fd-421d-bec9-26fcbad84472

中級 cluster https://cluster.mu/w/b46f9069-c89f-4304-ad74-13f668eebe3f

上級 cluster https://cluster.mu/w/0813bed2-d969-443c-bbbb-8a27ce51f53f

2-2「CASINO OCEAN BLUE」 自作HP https://oceanblue.toinfes.jp/

2-4「Banana's Adventures in Refrigerator 
〜冷蔵庫の国のバナナ〜」

自作HP

2-5「Oh! Horrible Castle 〜ハロウィンお化け屋敷〜」 cluster https://cluster.mu/w/f5c25d7b-d3f8-4822-b28f-636e7539fc3b

2-6「米飯戦隊炊飯ジャー」 YouTube https://youtu.be/Iu6ahiJkuhs

3-1「恐室2」お化け屋敷 YouTube https://youtu.be/SOOpXrdihio

3-2「学校紹介迷路」 cluster https://cluster.mu/w/ad708840-20ea-4fb4-a447-584caec82048

3-3「本気で○○やってみた」 YouTube https://www.youtube.com/playlist?list=PLjd4jApZT_cU24WBWWKTFnqpcDlSdrEkn

3-4「43894」恋愛シミュレーションゲーム cluster https://cluster.mu/w/81612cca-eaa2-4a43-8ede-24e57861b882

3-5「3年5組のラジオ企画ッ！」 YouTube https://youtu.be/T3DCZsca5Kg

3-6「It’s Your Choice」ノベルゲーム 自作HP https://64thtoinfes.wixsite.com/tkb1296

https://cluster.mu/e/1c39b909-e8b4-4a3a-8557-c3579125733d
https://cluster.mu/e/1c39b909-e8b4-4a3a-8557-c3579125733d
https://cluster.mu/e/db9e6db8-7554-4c38-855a-541c38ad3f70
https://cluster.mu/e/db9e6db8-7554-4c38-855a-541c38ad3f70
https://cluster.mu/e/702da64f-52ca-423d-95af-37885fc3748d
https://cluster.mu/e/702da64f-52ca-423d-95af-37885fc3748d
https://youtu.be/nofL9R38IsI
https://youtu.be/UdVmzyB_1iw
https://tsukuis1314.toinfes.jp/
https://youtu.be/8WjxP3zC1w0
https://youtu.be/yauS7wWz95s
https://youtu.be/y0bq_BhA2jM
https://youtu.be/fYmoKv6gv_A
https://tkbartclub.wixsite.com/tsuquiz
https://youtu.be/Rxmam4Q5aek
https://us02web.zoom.us/j/88639819846
https://youtu.be/lxN6EPiWUaw
https://toin-yakata.toinfes.jp/
https://youtu.be/i3gW1kooBMs
https://youtu.be/V_M9P1YRgoA
https://cluster.mu/w/18c340a0-a5fd-421d-bec9-26fcbad84472
https://cluster.mu/w/b46f9069-c89f-4304-ad74-13f668eebe3f
https://cluster.mu/w/0813bed2-d969-443c-bbbb-8a27ce51f53f
https://oceanblue.toinfes.jp/
https://cluster.mu/w/f5c25d7b-d3f8-4822-b28f-636e7539fc3b
https://youtu.be/Iu6ahiJkuhs
https://youtu.be/SOOpXrdihio
https://cluster.mu/w/ad708840-20ea-4fb4-a447-584caec82048
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjd4jApZT_cU24WBWWKTFnqpcDlSdrEkn
https://cluster.mu/w/81612cca-eaa2-4a43-8ede-24e57861b882
https://youtu.be/T3DCZsca5Kg
https://64thtoinfes.wixsite.com/tkb1296


有志団体

英字新聞部 自作HP https://shabukust.wixsite.com/home

演劇部 YouTube
文藝愛好会 Note https://note.com/tsukuba_bungei

JAZZ研究部 YouTube
https://www.youtube.com/playlist?
list=PLjd4jApZT_cUglGxFocTMtOvI_3hpTOBa

展(美術部) 自作HP https://tkbartclub.wixsite.com/art-ten-toinfes

つくカップ 自作HP https://sites.google.com/a/sgh-tsukuba.org/tsukucup/

TCA YouTube https://youtu.be/vmBAVf7lCQA

墨っコぐらし(書道同好会) YouTube https://youtu.be/qcdiqyRRUsE

写真映画部
Twitter https://twitter.com/tsukubaphoto

Instaglam https://www.instagram.com/tuku.pic_movie/?hl=ja

英語劇 presented by OP YouTube https://youtu.be/PoWuPAFIM1Y

オーケストラ部 YouTube https://youtu.be/XRVpkhVYl0c

3年音楽選択 YouTube https://youtu.be/YBE6s1tpwjg

生徒会執行部(学校紹介動画) YouTube https://youtu.be/xXs73ia1eZA

2年音楽選択「島唄」 YouTube https://youtu.be/FM_3b9xTnpg

筑波大学附属視覚特別支援学校
文化祭実行委員会 YouTube

https://www.youtube.com/playlist?
list=PLjd4jApZT_cV_3fqz1zThWhYNsb9TaZRo

つくばっこの会 YouTube
交流委員会 YouTube

Team Twi-high 自作HP

委員企画

国際企画 YouTube https://www.youtube.com/playlist?list=PLjd4jApZT_cUHPuJJfdMUZ7fXEL_3M0fh

実態調査団 YouTube
同窓会企画 自作HP https://sites.google.com/sgh-tsukuba.org/dosokaikikaku-toinfes2020

つくRadio メインワールド メインワールドにいると流れてくるかも⁉

隠れキャラクター企画 メインワールド メインワールドでトウカちゃんを探そう！

モザイクアート企画 メインワールド 閉会式にて、公開します！

トウカからの挑戦状 HPにて、公開予定です！お楽しみに！

イベントラリー企画 各コンテンツ内 HPにて、遊び方をご案内しています！

教科団体
１年生地理Ａ

「地図をつくる」展示
cluster

美術・工芸・書道 展覧会 自作HP https://sites.google.com/sgh-tsukuba.org/art/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0

「筑波大学附属高校の自然を楽しむアウトドアの授業！」 cluster
リンクがないものは、ただいま製作中のコンテンツです。

HPにて随時公開いたします。
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