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郁秋祭開催に向けて

生徒諸君へ

生徒一人ひとりが 自ら考え 自ら行動し 自ら省みる文化祭であって欲
しい
今年の郁秋祭が 創立１２８年目で最高の文化祭となることを期待します

全生徒が｢私の郁秋祭｣と言えるくらい思いを込めて 「学年プログラ
ム」・｢クラブ発表｣・「起業体験」・｢ダンス｣｢お笑い｣等のステージコン
テンツ 等々に精一杯取り組みなさい
中１：校歌・自由曲の合唱 ･･･クラスみんなが一丸となること
中２：英語合唱 ･･･力いっぱい歌い 表現しなさい
中３：卒論発表、合唱 ･･･堂々と成果を発表すること
高１：起業体験プログラム ･･･たくさんの｢ありがとう｣を集めなさい
グローバル１・３年：協働ゼミ、グローバル展･･･自信と誇りを持って発表
しなさい
高２：社会探究発表 ･･･広い視野をもち発表すること
高３は 大学受験準備のため主な活動はないけれど

今まで先輩たちが培ってきた伝統を 後輩につないでいって欲しい

一人ひとりにとって 一生の思い出となる郁秋祭になりますように

保護者の皆様へ

日頃は生命よりも大切なお子様を学園にお預け下さり 誠にありがとうご
ざいます
2日間 いつものように校内を歩き回っています どうぞ遠慮なく声をおか
け下さい

理事長 渡邉 美樹



校長挨拶

3

郁秋祭によせて

平成29年度郁秋祭へようこそおいでいただきました 文化部や
クラス・学年 生徒会やエンタメ委員会 起業体験の企業など
生徒はそれぞれが所属するチームの中で 仲間とともに知恵を
出し合い 工夫を重ね 一生懸命準備に取り組んできました
その成果を遺憾なく発揮して欲しいと思います 今年のテーマ
である「郁秋祭2017 絶対全員主人公 ２DAYS」に相応しい
一人一人が主人公として輝く２日間であることを期待します
保護者の皆さんをはじめ 地域の皆様 校友の諸君 将来の受
験校選びにおいでいただいた方々など 多くの皆様にご来校い
ただき 心から感謝を申し上げます お気づきの点 感想など
をお寄せいただければ幸いです 本日は ご来場誠にありがと
うございました

校長 宮崎 宏

生徒会長挨拶
高校入学後初めての郁秋祭。体育館のステージで繰り広げられていた熱いパフォーマンス。定番の商品や郁秋
祭でしか食べられないオリジナルの商品、娯楽などを提供していた起業体験。初めての郁秋祭は１年経っても、
鮮明な思い出です。今年は高校２年生による「社会探究」というゼミナール活動の中間報告も行われます。

今日に至るまで、数多くの「壁」にぶつかってきました。しかし、郁秋祭後の達成感は、そういった「壁」が
あってこそのものです。「壁」を乗り越えた分だけ鮮明な思い出になり、「きれいごと」ばかりではないから
こそ、「本当の美しさや喜び」を見出だせるのだと思います。

皆様がご覧になるのは、ほんのわずかな「見える努力」です。いつもの学校生活での、あの優しい目とは
一線を画する、本気の眼差しです。「すごい」と思っていただけないはずがありません。しかし、そこに至るま
でには、数え切れないほどの「見えない努力」がありました。思うような結果も出ず、挫折の連続で、無力
感に襲われたことも少なくありません。そういった「壁」を仲間と一緒に乗り越え、「見えない努力」を愚直に
積み上げてきたからこそ、真の華やかさ・美しさを皆様にお見せすることができます。

「これが本当に中学生・高校生なのか。」そう思っていただけたら、喜ばしい限りです。私たちはそう思わ
れるように、土曜日と日曜日の２日間、全力を尽くして参ります。

熱い青春の一幕を御覧ください。
本日はご来校いただき、誠にありがとうございます。 生徒会長 田澤 勇斗

実行委員長挨拶
本日はご来場いただき誠にありがとうございます。

今年の郁秋祭のキャッチコピーは『鼓動はドキュン 君は発火直前ダイナマイト バキバキ夢を掴む』
です！

昨年より進化させよう！と質の向上を目指して準備に取り組んできました。
ガチ☆スター天国・IKUBUN Dream Collection・STEP KING BATTLEといった地下体育館での催し、地上での起業体
験他、郁文生の魂のこもったパフォーマンスにご期待ください。そしてイクブンクオリティを肌で感じていただけ
たら幸いです。

お客様の心の導火線に火がつき、ハートが熱くなることを心から願っています。
どうぞ思いきり楽しんでください！！

郁文館 エンターテインメント委員会
委員長 山本凜
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balloon panic

今年はどんなOPになるのか楽しみです！
体育館へLet's go！
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2017郁秋祭テーマソング

「be ambitious」
周りからの期待に耐え切られず逃げ出した
苦しい世界をわざと選ぶほど強くなんかない
気づいてんだろ？人の夢をあざけわらっててっぺんとったふり
その姿が誰よりも醜いってことを

どん底の人生になのかは 他人（ひと）が決めることじゃない
自分だけのセオリー背負って

地球のド真ん中立って 本当の自分をさらけ出して
誰がなんと言おうと 自分は自分と胸を張って
ガンガンいこうぜ 真っ直ぐ 誰よりも強く拳掲げ
もう諦めないと心の奥で固く誓ったんだ

傷だらけの自分を受け入れられず生きてた
かこも未来も変えられないと決めつけてたんだ
気づいてんだろ？周りに踊らされてばっかの人生なんて
自分のためになんかなりゃしないってことを

どん底を見たからこそもう何も怖くない
自分 だけの セオリー 信じて

地球のド真ん中立って 本当の自分をさらけ出して
心の導火線に火をつけて走れ
ガンガン飛ばせ 全力で ダイナマイトみたいに雄叫び上げ
もう諦めないと心の奥で固く誓ったんだ

地球の真ん中立って本当の自分をさらけ出して
誰がなんと言おうと 自分は自分と胸を張って

自分が変わる？ そうじゃない
世界を変える 私たちで
自分の壁は自分でぶち壊していく さあ叫べ
夢のステージ掴め 誰よりも強く 光り輝け
抱いた闘争心を拳一つに集めたら
さあ歌え自分だけのストーリーを
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西 館 ２ 階
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講堂
〇学校説明会
9月30日(土) 14:00～
10月1日(日) 11:00～

〇H2社会探究

上記の日程で「理事長による学校説明会」を行います。この学校の魅力と特
色についてお話できればと思いますので、ぜひお集まりください。また、本
館１階では個人相談ブースを設けていますのでお気軽にお声がけください。

皆さんは紙飛行機滞空時間のギネス記録があることをご存じですか？科学の
力を使って、ギネス記録に挑戦しましょう！サイエンスブリッジリーダーは皆
さんと科学の世界を繋ぐ架け橋となるための活動をしています。

〇SBL（10月1日9時～）

9月30日の午前中と10月１日の学校説明会後に、学内選考に勝ち抜いた代表
チームのプレゼンテーションを行います。詳しくはp.15のH2社会探究をご覧
下さい。

216/217/218 [グローバル展]
グローバル展へようこそ！３年間を通じて生徒達が自律心、積極性やリー
ダーシップ力を身につけることの出来る秘訣と魅力をお届けします。学校生活
や留学について生徒のリアルな体験談を沢山聞ける大チャンスです。

219 [中学グローバルリーダー展]
GL特進クラスのすべてをお見せしま
す。注目はTEDプレゼン。GL生徒が喋
りまくります!!さらにGL生徒による個
別相談会を開催します。GL特進クラ
スのリアルライフをお楽しみ下さい。
お待ちしています!!
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本 館 地 下
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音楽室 [軽音ＬＩＶＥ] 軽音同好会
毎年恒例！
本館地下１階音楽室にて軽音LIVEを行います。
同好会ながらもLIVEでは迫力のある演奏をしてBKWしていきます！！
気軽にお越し下さい。待ってます！！

吹き抜け中庭 [金魚すくい] 釣り研究会
今年もやります金魚すくい！！
昨年同様金魚すくい、金魚釣り、ヨーヨー釣り全て無料です！
地下１階中庭にてお待ちしております！！たくさん掬うと良い事があるかも？

生物室 [進撃のAlien Species] 生物部
みんな大好き生物部！今年のテーマは「特定動物・特定外来生物」！
おなじみの大型リクガメ、ケヅメリクガメのリクちゃんやヘビに加え、
フクロモモンガが参戦！他にも多様な生物がいます！みんな来てね！！

書道室/美術室 [作品発表会] 書道部
本館地下１階の書道室と美術室で書道作品の展示をしています。
郁秋祭１日目９月30日（土）には体育館で書道パフォーマンスも行います。
毎年多くの方々に観ていただいております。先輩方に負けないパフォーマン
スをしますので、ぜひ観に来てください。

物理室 [THE 物理] 物理研究会
物理研究会ではペットボトルを使った圧
力実験やピタゴラスイッチなど子どもか
ら大人まで楽しむことが出来る内容が盛
り沢山です！また、万華鏡作りも行ってい
ます。ぜひ来てください！地下２階の物
理室にて開いています。

10



本 館 １ 階
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101/102 [入試相談コーナー・制服の試着]

入学についての個別相談ブースを設けています。入試情報や、入学してから
のあらゆるご質問でもすべて個別に対応させていただきます。また、制服の試
着も行っており、写真撮影も可能です。お気軽に立ち寄っていただければと思
います。

103 [Ｍ１作品展] 中学１年生

入学から２学期のはじめまでに作った作品を展示します。生徒ひとりひとりの
個性を見ることができます。是非、僕たちの作品を見て、郁文生に親近感を
持ってください。

104 [Ｍ２修学旅行＆作品展示] 中学２年生

中学２年生はこの半年間、全力で駆け抜けてきました。命の大切さを学んだ
修学旅行のまとめ展示、授業や夏に行った自由研究などもご覧頂けます。中
学２年生の成長の記録を楽しんでいってください。

105 [Ｍ３展示（卒論発表会・海外研修）]
中学３年生

中学３年間の集大成、自分の夢について
の「卒業論文」のプレゼンテーション・
展示を行います。
また、夏休み期間中にニュージーランド
とセブにて行われた海外研修の報告、研
究日誌の展示を行います。

12
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本 館 ２ 階
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茶道室 [抹茶] 茶道部

私たち茶道同好会は２階の和室で活動しています。一息つきたいとき、
ぜひ気軽にいらして下さい。美味しいお茶とお菓子を用意してお待ちし
ています。

201/202 [おばけかぼちゃ…etc] 美術研究会

前代未聞のアート系納涼屋敷。きっとあなたも巨大おばけかぼちゃの
とりこになる。（しかも入場料はタダ！楽しんでね～）

203 [Re：漫研] 漫画研究会

少人数での出店ですが、来場者の皆様のご期待にこたえられるように
しております。

204 [写真部展示] 写真部

写真部が１年間で撮影してきた作品を展示しています。
是非お越し下さい。

14
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206 [鉄道研究部] 鉄道研究部
こんにちは！鉄道研究部です。鉄道研究部では部員が少ない中、１学期か
ら制作してきた臣大ジオラマを展示します。運転体験もできます。さらに、全
国の選りすぐりの駅弁を販売します！是非お越しください！

207/208/209 [H2社会探究] 高校２年生
今ここにしかない『答え』を求めて～H2社会探究～日本・世界の社会問題を
高校生の目線で調べ、考え、答えを出し、変えていく。自ら足で稼いだ情
報・知識を５分間のプレゼンテーションで表現します。

210 [カンボジア研修・ボランティア委員会 合同展示]
郁文館では孤児院への訪問を中心に10年間に渡りカンボジア研修を続けてき
ました。益々深まる学びと交流を伝えていきます。また、ボランティア委員会
では今年も活動報告展示と共にカンボジアへの募金活動を行います。

ハブ展示 [農業委員活動展] 農業委員会
私たち農業委員会は、本校の屋上にて様々な野菜を栽培しています。郁秋祭
では、活動内容をポスターにまとめ展示しています。是非ともご覧ください。
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〈本館２階〉
205 [口永良部島ゼミ ゼミブース]

口永良部島ゼミ

『小さな世界の創造』をテーマに、アフリカンアーティスト・SHOGEN様と協同で
カラフルポップなフォトパネルを作りました！パネルの組み合わせを変えて、自
分だけの楽しく自由なフォトブースで撮影しましょう！今年のアートゼミは
VisualArtsチーム,Musicチーム,Performanceチーム,Fashionチームの４つに分か
れて活動してます。各グループの作品等を展示してるので良かったら来て下さい！

211/212 [ビジュアルアートチーム フォトパネル制作
”It's a small world”]

アートゼミ

私たちは緑豊かな口永良部島を将来へ繋ぐため「ふるさとの温故知新」をコ
ンセプトに活動を行っています。この夏に口永良部島で生活した私たちが島
の魅力をご紹介します。ぜひお越し下さい。

213 [JAFRICAN IS HERE !
〜日本とアフリカのコラボレーション〜]

アフリカゼミ

私達のコンセプトは「Jafricanになろう」です。これは、日本人とアフリカ人の価
値観や文化を兼ね備えた人物になろうということです。又、今年度のコンゴ民主共
和国のACADEX小学校ではミュージカル、裁縫、クラフトの3つのワークショップや慶
應義塾大学湘南藤沢キャンパスの学生と協働しての活動やコンゴ出身の方を学校に
お招きし、講演会を拝聴する等国内国外関係なく広いフィールドで活動しています。

214 [ASIA is TRESURE] アジアゼミ

２０１７年度アジアゼミの活動成果を発
表します！今年のアジアゼミはたくさんの
新しい挑戦をしてきました。グローバル高
校史上初のインド研修、バングラデシュに
ある姉妹校のNDMHSとのドリームディスカッ
ションなどなど、、是非この機会にアジア
諸国の魅力に触れてみてください！

16
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本 館 ３ 階
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301 [ZEROから始める
人生ゲーム] 起業体験プログラム

お年寄りから子供まで誰もが知っているボードゲームの「人生ゲーム」。実
際に自分で体験し、いろいろなイベントやゲームを楽しめます。

302 [SANAP] 起業体験プログラム

SANAPとは、「sana sa hinaharap」の略で「未来へ希望を」という意味にな
ります。私達の商品であるタホは、豆腐とタピオカという新食感とともに黒
蜜の甘みが口全体に広がります。お試しあれ。

303 [Monster Treat Cafe] 起業体験プログラム

お化け屋敷とカフェを合体させた新感覚のお店！古い洋館をイメージした店
内での食事は今までの郁秋祭にはなかった不可思議な異空間を体験できます。
脅かし要素はないのでお化け屋敷が苦手な人でも楽しめます。

18



304 [廃校の館] 起業体験プログラム

廃校をモチーフにお化け屋敷です。経営理念である「ストレスや疲れ
が溜まっている人達が私達のお化け屋敷で楽しく解消してもらう」をみ
んなで共有し皆さん一人一人に楽しんでいただけるようお待ちしてい
ます。

307/308 [呪いの教室] 起業体験プログラム

＊めちゃめちゃ怖いお化け屋敷です。（怖いのが苦手な方にも楽しめ
るコースあります。）イジメが原因で自殺した女の子が復讐に...そこ
であなた達が成仏し呪いをとめてください。幸運を祈ります。

309/310 [最恐〜18人のメイド〜] 起業体験プログラム

「おかえりなさいませご主人様、
あなたのお帰りずっとお待ちしておりました」
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311 [わっふるのすけ] 起業体験プログラム

わっふるのすけはその名の通りわっふるを作っている会社です！わっふ
るはトッピングもできます！たこ焼きの生地で作ったたっふるもあるの
で食べてみたい人はぜひ来てください！

312 [French&First] 起業体験プログラム

どうも、効率的な仕事ぶり、充実した私生活…キャリアウーマン（社長
のK島）です。自分から探さないと美味しいモノが見つからない？あはっ、
じゃあ質問です!!どうして、F&Fに来ないNO？拒否らない、来るの♡

314 [STM] 起業体験プログラム

STMでは、パンピザ、フローズンフルーツサイダーを販売しています。
おいしいだけではなく、当たりが出たら50円引きという楽しい企画も用
意しています。ぜひSTMで楽しい１日を。

315 [Mochiカフェ] 起業体験プログラム

我々は新設されたｅ特進の企業、
Mochiカフェだ！外サクッ中モチッのも
ちフルを売るぞ！あと紅茶もね。味は
チョコホイップ、小倉ホイップ、黒蜜
きなこ、マヨ醤油、お好み焼き風だ！
できたてほやほやをご提供ッ！
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本 館 ４ 階
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401/402 [カフェ・スマイル] 後援会
毎年恒例のハワイアンパンケーキ 香り高いコーヒー トロピカルア
イスティー等 ハワイの風を感じられる癒しの空間「カフェスマイ
ル」で味わってください。保護者の目線から郁文館のいいところ、こっ
そり教えます！

403/404 [（後援会）バザー] 後援会
制服・ワイシャツ・カバンなど格安で販売！
タオルや雑貨、インテリア小物なども豊富に揃えました。
さらに、保護者の方々手作りのとてもかわいいストラップや小物もたくさ
んあります。

405 [海外研修展示] 海外研修

各種海外研修の成果をご覧に入れます。海外で視野を広げてきた生徒
たちの様子をぜひご覧下さい。

406 [郁秋祭演劇公演] 演劇同好会

「人の心を鷲掴みにしたい!!」私た
ちはその思いで２つの劇を作り上げ
てきました。今までに見たことのない
心震わせる作品をお送りいたします。
ぜひ観に来て下さい!!
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411 [ブラインドウォークと活動紹介]
ピアサポート委員会

展示物、映像、体験によってピアサポート委員会の活動内容を紹介し
ます！展示では郁文館でのピアサポート委員会の今までの活動をまと
めました。映像では、委員によるミニドラマを放送予定です！さらに、
ブラインドウォークコーナーでは、仲間で支え合うことの大切さを体
験してもらいます！ぜひ見に来てください★

412 [ビブリオバトル] 図書委員会
ビブリオバトルはゲーム感覚でできる書評合戦です。自分が好きな本
を紹介し合って、一番「読みたいな」と思った本をみんなの投票で決
めます。
あなたの一票でビブリオバトルのチャンプ本を決めてみませんか？

413 [自作ゲーム公開 PC組立] PC部
私たちPC部はクラブ活動の際に、ゲーム作成や自作PCの組み立てな
どを行っています。今回の郁秋祭では、それらの結果を発表したいと思
います。来てね！
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グ ラ ウ ン ド
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[ポップsmile 軟式] 起業体験プログラム

社員の9割が高校軟式野球部の部員という絆が強い会社です。カッコ
イイ部員たちと可愛いマネージャーが揃う会社はここしかありませ
ん！私たちが作るのはポップコーンです。味は塩とキャラメルの２種
類です。

「わっしょい！お祭りBoys Girls」は祭りをテーマとしたお店です。お店
に太鼓や神輿があり賑やかな雰囲気です。そして、商品を買って頂ける
と輪投げ等のゲームをすることができ、どなたでも楽しめます。

うぉい！そこの君！いや、お前じゃなくて！君だよ君！！なんか、ソ
バーニングとかいう調子乗ってる店があるんだけどさ、なんか行って
みたくならない？なるよね、、、、、、なろ？？

私達はモクテルとわたあめドリンクを売ります！モクテルもわたあめドリ
ンクも聞いたことがない人が多いと思いますが、インスタ映え必須の味
も見た目も美味しい飲み物です。是非、私達の企業に来て下さい！

[わっしょい！お祭りBoys Girls] 起業体験プログラム

[SOBurning] 起業体験プログラム

[DRINKERS] 起業体験プログラム
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〈グラウンド〉

[中煎華] 起業体験プログラム

中国で人気の屋台料理である煎餅(ジェンビン) たくさんの野菜が入っ
ていて、フワモチシャキッとした食感が楽しめる一品!! 本場の味にあ
なたの味覚も虜になるかも?! この機会にぜひお越しください！

一歩ん堂では、パスタフリットと綿菓子を販売しています。パスタフリッ
トは１０種類もの味があり、又綿菓子も７色７味あり、とてもカラフルで
楽しいお店です。飲み物も用意しています。待ってます。

私達SHOCK串は焼き鳥を販売します。私達の店ではソースと健康にこだ
わり、通常の焼き鳥屋では味わうことのできない様々な味のソースや
たれを準備しています。美味しいので是非足を運んでみてください。

我々の企業は全社員が2度目の参加です。そんな我々が販売するのは焼
きそば。中でも肉の増量キャンペーンが売りです。焼きそばの肉は精肉
店ミート&デリカ浅野様のものを使用し、
より素材に拘った商品を提供します。

[一歩ん堂] 起業体験プログラム

[SHOCK串] 起業体験プログラム

[焼きそばはじめました] 起業体験プログラム
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[郁文電器商会] 起業体験プログラム

「インスタ映え」というのを目標に見た目と味にインパクトのある商
品です。電球ソーダは電球を器にしたカラフルできれいな飲み物です。
パチパチアイスは普通ではない不思議な食感です。たくさん写真を
撮りましょう！

私達は健康という問題に着目しました。今の日本人にはビタミンや栄養
素が不足しているため、ビタミンA、ビタミンB郡、カルシウムの入った
豆乳を使ったベビーカステラを販売するのでぜひ買いに来てください。

こんな“たこ焼き”高校の文化祭で食べた事ある！？そんな驚きと感動
を与える事の出来る、数々のたこ焼きの名店に負けないような郁文館１
のたこ焼きを元気いっぱいの社員15名で最高の笑顔と共に提供します。

我が社は社員全員がお客様にめいっぱいの努力でサービスを提供する飲食
店です。メインの商品はワッフル！サイドメニューも用意しています。容器
には社員からのメッセージが書かれています！ぜひおこしください！

[baby 100％] 起業体験プログラム

[匠kitchen] 起業体験プログラム

[STAR WAFFLE] 起業体験プログラム
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〈グラウンド〉 地下ステージ
コンテンツ①

[郁文中学音楽祭]
昨年から一気に人数が増えた、全11クラスの熱い戦い!
今年からルールが変わり、より各クラスの個性がぶつかり合うことでしょう。
歌唱力はもちろんのこと、表現力や団結力が問われるこのコンテンツ。
郁文中学音楽祭の頂点に君臨するのはどのクラスか!？

アカペラからバンドまで、学年を問わず、幅広いジャンルで楽しめる毎年人
気のコンテンツです。
今年はルールが変わり決勝が追加され例年以上の盛り上がりを見せるでしょう
郁文一のシンガーを決めるべく学校中から多くの学生たち名乗りを上げました
個性的な歌手たちによるハイレベルなバトルが繰り広げられます。

[ガチ☆スター天国]

郁文館のファッションアイコンが集まる「IKUBUN Dream Collection」。数々の
魅力的かつ独創 的な服が産み出されてきたこのコレクション。今年のテーマ
は「Prom King&Queen」今までより とびきりレベルアップした、ドレスでのラ
ンウェイ。今年のグランプリは誰の手に？！

[IKUBUN Dream Collection]

28



《SPECIAL GUEST》

[爆笑王誕生ヤミツキッ！]
「笑らん節」から名前が一新！
今年は一味違うお笑いが体育館を笑いで包み込む！
そして見事優勝した団には来年度体育祭の点数に加算！
今年はどんな爆笑王が誕生するのでしょうか！？

オリエンタルラジオやトレンディエン
ジェルと同期の彼ら、見たことのない全
力芸は新しい笑いを誘います！
また会場に来てくれた方にはプレゼント
が、、、！お楽しみに！

インポッシブル
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[STEP KING BATTLE]

今年は「DC-1」から「STEP KING BATTLE」に名前を変え、郁文館にし
かない盛り上がりで郁文１のダンサーを決めます。
皆さんの心と体が自然に動く。そんなファンタスティックなショーを地下
体育館のステージからお届けします。

郁秋祭企画・運営
エンターテイメント委員会

委員長 H2B 山本 凜
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SPECIAL THANKS
撮影/ H3C 山口 一馬
ヘア＆メイク/ G3D 堀江 風花 G1A 須貝 ひより
モデル/ G3D 冨田 理耶 H2C 宇津木 飛唯
制作/ H2B 夏目 菜未 H2B 長友 優

H3F
H2B
H1G
H1I
G1A
M3B
M3C
M2C
M1D

長岡 陽
後藤 有貴子
桂 遥菜
栗原 亜実
本田 優
小谷 梨花
西村 茜
津久井 美空
石川 愛

H2A
H2D
H1H
H1I
G1A
M3C
M3C
M2C

高柳 めぐみ
加藤 望未
稲生 遥
廣瀬 朋美
長野 理佐
阿部 滉之
松本 あまね
村田 雛望


