


目次

郁秋祭執行委員長挨拶・・・・・・Ｐ、２

理事長挨拶・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ、３

学校長挨拶・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ、４

本館一階 案内図・・・・・・・・・・・Ｐ、５

本館一階 案内・・・・・・・・・・>・・Ｐ、６

二階（北館・本館）案内図・・・・・Ｐ、７

二階（北館・本館）案内・・・・・・・Ｐ、８～１０

本館三階 案内図・・・・・・・・・・・Ｐ、１１本館三階 案内図・・・・・・・・・・・Ｐ、１１

本館三階 案内・・・・・・・・・・・・Ｐ、１２～１４

地下一階 案内図・・・・・・・・・・Ｐ、１５

地下一階 案内・・・・・・・・・・・・Ｐ、１６～１８

グラウンド 案内図・・・・・・・・・・Ｐ、１９

グラウンド 案内・・・・・・・・・・・・Ｐ、２０～２２

地下体育館案内図・・・・・・・・・Ｐ、２３

ステージ スケジュール・・・・・Ｐ、２４

ステージ コンテンツ説明・・・・Ｐ、２５，２６
スタッフ一覧・案内地図・連絡先等

P,１



郁秋祭執行委員長 竹内弘彦

昨年度とは、違い今年は、西館が無いために、校門が
とても狭く、まだ校舎も半分しかできていない中での
郁秋祭となりした。来校者の方に、入口が、混雑して
いる事をお詫びいたします。
しかしながら、今年度は、体育館が使えるため、より
多くの方々に、より良いステージプログラムを皆様に、
お見せできると思います。
ステージプログラムとしては、去年好評だったために
引き継いだ物（バンドバトル、ディベートなど）や、
今年度から新たに始まる、プログラムとして、学年発
表、ダンスなどの、新たな物にも、ぜひ、ぜひ期待し
ていて下さい。ていて下さい。
自分は、郁秋隊には、ひょんな事をきっかけに、去年
から携わっていたのですが、今年は執行委員長をやら
せて頂いてます。自分には、執行委員長として、しっ
かりやっていけるのかという、不安が多くありました
が、多くの優しい先生方や、頼りになる先輩方に、た
くさんのご迷惑をかけ、助けを借りて、やっとここま
で来れました。
そして、最後に郁秋隊の皆に、今日まで皆と一緒に
やってこれた事は、一生の思い出です。皆のおかげで、
自分にとって人生最高の二日間となると思います。そ
して、郁秋隊の仲間、助けてくれた先生方、先輩方、
のおかげで、この最高の文化祭を迎えられる事と、携
わってきてくれた人達に本当に感謝いたします。
来校者の方々はもちろん、生徒の皆も、楽しんで、笑
顔で帰ってね♥
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郁文館夢学園 理事長 渡邉美樹

◆ 保護者の皆様へ

お忙しいなかのご来場に心より感謝致します

どうぞ、進歩し続ける学園をじっくりご覧下さい

この二日間、日曜日の朝のテレビ出演の時間以外はすべて校内におります

どうぞお気軽にお声をかけて下さい

｢理事長ＦＡＸ｣では伝えられないことも沢山あると思います

皆様とお話しができますことを心より楽しみにしています

◆ 生徒たちへ

今年の郁秋祭で一番楽しみにしていること

それは新校歌の｢合唱コンクール｣です

“君たちの夢が叶いますように”

この思いをこめて作詞をさせてもらいました

“君たちが幸福になりますように”

祈りを込めて作詞をさせてもらいました

生徒全員が、この歌を好きになり

自らへの応援歌として口ずさんでくれるようになったら嬉しいです

その他、楽しい催しものが目白押しです

自分が関わっていない催しにも

積極的に関わって下さい

毎年残念だなぁと思うことは

部活動に参加していない子が寂しそうなことです

部活動に参加していない子も最高に楽しむ郁秋祭でありたいと思います

全員参加、全員で楽しむ郁秋祭となりますように
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学校長 宮崎宏

郁秋祭によせて

いよいよ平成２１年度郁秋祭が始まります。クラブやクラス、生
徒会や執行委員（郁秋隊）、起業体験の団体など、生徒諸君は
それぞれ所属するチームの中で、仲間全員で知恵を出し合い、
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それぞれ所属するチームの中で、仲間全員で知恵を出し合い、
工夫を重ね、一生懸命に取り組んできました。その成果を、２
日間、思いっきり出し尽くしてほしいと思います。「文化とは、学
問や、芸術など人間の精神活動の所産である」などと小難しい
ことを言うつもりはありません。今年のテーマである“ユメ騒ぎ”
に相応しい、中高生の精神の発揚をきたいします。

熱心な指導を続けた先生方、バザー・カフェ・ボラティアなど貢
献的にご尽力賜りました後援会の皆様方にも、衷心より厚く御
礼申し上げます。この２日間を、子どもたちと一緒に楽しんでい
ただきたいと思います。また、地域の皆様、交友の諸君、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
場いただき、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。



本館 一階は、主に外来
者向けとなっています。本館 一階

１０１
１０２

１０３
１０４

１０５
１０６

職員室

トレーニング
センター

グラウンド
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グラウンド

２階



農業委員会は、ワタミファー
ム武内社長のご指導の下
屋上で、色々な野菜をさい
ばいしています。

野菜は、無農薬で作ってい
るので、安心して食べられ
ます。販売もしてるのでぜ
ひ来てください。

101号室 農業委員会（野菜販売） １０２・１０３・１０４号室Ｍ３卒論展

中学三年は卒業論文の展
覧を行います。昨年（中学
二年）から情報をしっかり
と集め、現地に取材も行
いました。

出来上がった文章を推鼓
しました。表紙も生徒それ
ぞれの個性が出ています。

手にとって、一人一人の
作品を味わってください！
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１０５・１０６号室 入試相談

２日間郁文館の
先生方が学校生
活に関わる皆様
のご質問に何で
もお答えします。

お気軽にお越し
ください。



本館の二階は、高校二年生
や有志の団体が起業体験で
非飲食のお店を出したり、文
化部の展示があります。

二 階

２０１
２０２

２０３
２０４

２０５
２０６

２１５

進路指導室

２２０保
健
室

P,7

２０７２０８２０９２１０２１１２１２

２１３

２１４



201号室 smile (H2A 写真屋) 202号室 得作戯亭 （Ｈ２Ｄ ダーツ等）

よう、俺はこの店の店長だ！

突然だが、俺たちは４種類のゲー
ムをやるんだ！

えっ！？具体的に何をやるかっ
て？

それはまだ ヒ・ミ・ツ・・・というの
は冗談で、ダーツ、クイズ、遊戯
王、くじだ！挑戦者をまってる
ぜ！！

吉川医院（

ポラロイドカメラで写真を思い
出に持って帰ろぉー！

プリクラみたいに余白にシール
やペンで落書きできるよー！
No,1人気！！
みんな来てねー！！
待ってます。。♥
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205号室 射的・ダーツ。（Ｈ２Ｆ）

店名の通り、射的、ダーツ
をしてもらい、高得点を出
した方には、豪華賞品を
差し上げます。

皆さんぜひ高得点を目指
して下さい。
待ってます。

おばけ屋敷と聞くと、定番で
怖くないと思う人もいるよう
ですが、「吉川医院」は、外
装はとてもリアルな作り、そ
して内容も人だけでなく様々
な仕掛けを用意しています。

文化祭とは思えない「吉川
医院」に是非訪れて下さい。

203・204号室 吉川医院（Ｈ２Ｂおばけ屋敷）



207・208号室 鉄道研究部（駅弁販売、展示）

鉄道研究部は、今年も例年
通りに、駅弁販売、模型の
運転、展示の発表をメインに
文化祭を盛り上げて行きま
す。

駅弁の種類を慎重に検討し、
展示の調べ方や発表の仕
方にも気を配っていきます。

206号室 ダミリエ （Ｈ2Gゲーム等)

今年スポーツクラスは、

昨年の先輩たちを受け継ぎ
クイズをやります。
今年は、体を生かした
ゲームなどを、取り入れ

スポーツクラスらしいお店に
なりました。

210号室 パソコン部

各々が、文化祭のために、
頑張って作り上げてきた、
ゲームが公開、実行され
ています。
他にも、DOS/Vの分解・組

み立てもしているので、ぜ
ひ来てください。

209号室 マンガ研究会（展示等）

今年も毎年おなじみの
デュエルスペースを設
置！

部誌の配布の他に様々
な事を企画しております
ので、ぜひお越しください。
待ってます！！
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211号室 Ｌｏｃｋ ｏｎ（有志、射的）

私たちＬock onのメンバーは、

お客様の安全のために安産
性の高い、コルク銃を選び、
幅広い年齢層の方々に楽し
んでいただける店にしようと、
メンバー一同で頑張ってい
きますので、是非来てくださ
い。

212号室 Western Horror（射的）

見た目は、おばけ屋敷、
中身は射的その名は，
Ｗｅｓｔｅｒｎ Ｈｏｒｒｏｒ！！？

内装に手の込んだホラー感
そして、これら商品をとれる
のは、あなたしかいない
ぜひ、皆さん来てください。
Ｗｅｓｔｅｒｎ Ｈｒｏｒｒ！！
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クラスで株式会社設立し、実際に郁秋祭にて営
業いたします。投資家を説得し、会社の設立に
必要なお金を集める。

そして、自らも株主となり会社を立ち上げ、郁秋
祭で営業後には、株主総会を開き、決算内容を
発表し、利益の配当を・・・事業計画の立案から
会社の解散まで、企業の仕組みを体験するプロ
グラムです。

各会社、知恵を絞り汗をかき、奮闘しています
ので皆様、是非お立ち寄り下さい。



本館 三階は、文化部や、
後援会方々のお店となっ
ております。本館 三階

３０１
３０２

３０３
３０４

３０５
３０６

テラス

３１５

P,11

３０７３０８３０９３１０３１１３１２

３１３

３１４



301号室 ボランティア委員会

ボランティア委員会は「でき
ることからはじめよう」をモッ
トーに２００７年から郁秋祭
でカンボジア学校建設のた
めに募金活動を行ってきま
した。ボランティアの一歩は
知ることから！！
是非見に来てください。

302・303号室 Ｍ1 （展示）

304 305 2   306

私達中学１年生は、普段
の授業に関係する物を展
示します。

例えば、自分の住んでる町
の自慢や特徴などを書い
た絵地図や、夏休みに理
科に関するものを調べて、
まとめた自由研究など、他
にもとてもいい作品があり
ますので、ぜひ足をお運び
ください。
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304・305号室 Ｍ2   （展示） 306号室 Ｈ１カナダ研修（展示）

七月に行った北海
道修学旅行の展示
です。

生徒会が話し合い
テーマを決め資料
を集め新聞を作り
ました。ぜひお越し
下さい。

私たち高校１年生海外研
修でカナダへ行ってきます。
英語は勉強ではなく、私た
ちが普段使っている日本
語のようなコミュニケーショ
ンをとる手段だということに
改めて気付きました。海外
研修の全てがあるのでぜ
ひおいでください。

Ｗｅｌｃｏｍｅ！！



312311

309・310号室 後援会（バザー）307・308号室 後援会（カフェ）

後援会バザーでは、
今年もいろいろな品を
取り揃えております。

お得なもの、便利なも
のワンコイン袋100円
お楽しみ袋などなど。

お買物は、もちろん笑
顔と会話も楽しみにお
立ち寄りください

文化委員会では、今
年も「カフェ・スマイル」
を運営します。手作り
のパンケーキ・美味し
いコーヒーまた和菓子
と抹茶も御用意してお
ります。役員一同“ス
マイル”で皆様のご来
店お待ちしております
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312号室 グローバル（展示）

グローバル高校の全てを
お見せします。

写真や映像を通して、留
学の風景をご覧ください。

グローバル高校生徒の
生の声にも、触れていた
だきます。

学校説明会等では、お伝
えしきれない、ホンモノの
グローバル高校をお見
せします。

311号室 おやじ会

今年から新たに発足
した親父の会で、親父
達人ライブをやります。

医療・公務員・エンジ
ニア・ITなど、生徒に

人気のある業界で働
く親父たちの熱いメッ
セージを是非聴きに
来てください。

個別相談コーナーも
あります。



313号室 囲碁・将棋部（道場）

ジュースや、お菓子の販売
も行っています。

休憩しながら、碁や将棋を
楽しんでください。

囲碁・将棋の初心者への指
導を行っているので、ぜひ来
てください。

演劇同好会では、今
年の１０月に行われ
る、秋期大会で発表
する、劇を発表します。
ぜひ来てください。

314号室 演劇同好会（演劇）

315号室 写真部 （展示）
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部員が撮影した写真の中
からベストショットを展示し
ています。

落ち着いた空間の中でひと
時心を癒してください。

部員一同おまちしておりま
す。

315号室 写真部 （展示）



地下 一階
地下一階は、文化
部の催し物となって
います。

技術室

弓道場

体育館

物理室
化学室

音楽室

１階
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書道室 美術室 生物室

中庭



物理室物理研究部（物理実験）

化学室 化学部 （化学実験）

今年も化学部は、昨年と同
様にスライムと、爆発実験
（アルコール大砲、焼き落
とし）を中心に実演展示を
行います。

部員一同待っていますの
で、是非遊びに来てくださ
い。

吹き抜け 釣り研究部 (釣り)

老若男女問わずに楽しめ
る、「金魚すくい」と、他の
学校では、あまり見かけ
ない、「ザリガニ釣り」を一
回百円でお楽しみいただ
けます。
ぜひ、お越しください。

音楽室 軽音部 （Live）
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物理室物理研究部（物理実験）

物理（理科）をenjoyしよう！！

物理（理科）をたのしむことは、
誰にでもできます。

物理（理科）が好きな人はもち
ろんの事、物理（理科）が苦手
な人も、是非来てください！！

待ってるよーー！！

音楽室 軽音部 （Live）

郁文館総勢8バンド！？によ

る特別LIVEです。
六月末に一度LIVEをしました

が、校外の方々の前で披露
するのは、これが今年は、
初めてです。
是非、見に来てください。



書道室・美術室 書道部 (書道展)生物室 生物部 （展示）

郁秋祭では、文化部が、主
役です。

生物部も以前から準備して
いました。

興味深い実験や、普段あま
り目にする事がない大きなリ
クガメや、きれいな熱帯魚な
ど、見どころいっぱいです。
是非来てください。

書道部は、大迫力のパ
フォーマンスをはじめ、全
国レベルの作品展示を行
います。

是非、一度男子校の書道
展にご来場ください。
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射場 アーチェリー同好会

一般には、マイナーで難
しいと思われているアー
チェリーというスポーツを、
部員による手厚い指導に
より、その楽しさを、実感
することができます。



作、高校二年 豊田 祐司

書道部が全国大
会に出品した作
品
「無我」です。



グラウンド
グラウンドでは、高校二
年生や、有志の部活動が、
起業体験で飲食のお店
を出しています。

階
段

二階
水道

職
員

吹

き

Ｈ２ＢＧ１ＢＧ１ＡＨ２ＥＨ２Ｄ おやじ会

員
室

至
本
館
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抜

け

Ｈ２ＡＨ２ＣＨ２Ｆ 柔道部
料理
同好会



Ｈ２Ａ ＴＨＥ～ＭＥＮ～（お好み焼き・焼きそば） 柔道部 アミーゴ柔 (タコス)

日頃鍛えた精
神で真心を込
めてつくりま
す。

大阪人監修！！

なんと材料も大阪から調
達！

本場の職人が本場の材料
で作る、天下一品のお好
み焼きと焼きそば！！
ぜひ、来てください！

Ｈ２Ｃ 祭り屋（焼きそば、クレープ、その他）

祭りのようにバラエティある
商品を多く用意しています。

私たちで、いろいろな工夫
をこらしており、男女幅広
い商品を、設定しておりま
す。
ぜひ、一度ご来店ください。

料理同交会 ＦｕｒｉｔｙＢｏｙｓ（フルーツ・フリッター）

当店は、「お客様にフルティーな時間を
お届けする」をモットーに、食べたら口
がとろける『フルーツ・フリッター』を提
供します。
これは、フランス生まれのお菓子で、
衣はサクサク、中は新鮮でジューシー
な果物が入っている新鮮なお菓子です。
味は、バナナ、柿、さつまいもなど、
バリエーションも豊富で、デコレーショ
ンも自慢の一つです。
ぜひ、ご来店を！！
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Ｈ２Ｆ 飲食店（ギョーザ、ドリンク） おやじ会 模擬店 （やきとり）

皆さんお待ちかねの
親父の会主催の模擬
店が帰って参りました。
今年のテーマは、

焼き鳥！！
親父の感覚で味・ボ
リュームをチョイス致し
ました。
是非ご賞味あれ！

Kia Ora 

私達は、美味しいギョーザ、

喉を潤すドリンクを驚愕の
低価格で、提供します！！

財布が寂しい方も、余裕の
ある方も是非、是非おいで
下さい！！

社員一同、あなたを心から
お待ちしております！！

三田ん家では、他店とは一
味違った焼きそばを販売し

ています。

また、「焼きそば（塩味）」や
『オムソバ」も販売していま

す。
是非お試しを！！＾＾ノシ

校庭 駐輪場前付近で販売
中。

Ｇ１Ｂ Kia Ora アイス（アイス）Ｈ２Ｂ 三田ん家 （焼そば）

私達の会社はニュージー
ランドのアイスクリームと
挽きたてコーヒーを提供し
ます。

Ｇ１Ａの「タコス アミーゴ」
との業務提携もしています。

グローバル高校らしさが
出ていると思うので、ぜひ、
来て下さい！！
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Ｇ１Ａ タコスアミーゴ（タコス）

私たちは、「ホンモノ」を提供す
る会社です。

商品のタコスは、辛さが３段階
選べ「普通」「中辛」「辛口」と
なっています。

タコスとポテトのセットを買うと
Ｇ１Ｂの店「ＫｉａＯｒａ」のコー
ヒーの５０円割引クーポン券が
付いてきます。

店の前で、ニュージーランド伝
統「ＨＡＫＡ」をするので、
Don’t miss it！！

Ｈ２Ｅ ぼくん家（韓国料理）

安くて、旨くて、本
場韓国の味が即、
楽しめる、世界に
一つだけのお店
“ぼくん家”

Ｈ２Ｄ 味自慢インパクト（皿うどん等）

自分たちの店では、お手
頃価格で手早く、手軽に
して食べられる物を販売
しています。小腹がすい
たときや、とりあえず何か
食べたい時などによってく
ださい。
素早く商品を提供します。
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地下体育館
地下体育館は、ステー
ジと中学三年生の出し
物となっております。

ランニングコース(２Ｆ)

中学三年出し物

階
段

階
段

客 席

ステージ
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ステージスケジュール
１０月３日（土）/４日（日）

１０月３日（土） １０月４日（日）
オープニング

中学一年 合唱

部活発表

無人島ウィー

9:00

9:15

10:25

11:35

オープニング
9:00

各種 ＰＲ

部活発表①

各種 ＰＲ

H  A  K  A ※1

9:15

9:35

10:20

10:35

10:45

各種 ＰＲ
12:10

12:30

お昼休み
13:25

エ ン デ ィ ン グ

14:10

15:15

15:50

16:00

休 憩

休 憩

中学一年 合唱

部活発表①

I‘nation
※1 ＨＡＫＡとは、ニュー

ジーランド伝統の踊りで、
グローバル高校の一年生
が踊ってくれます。
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10:45

11:15

12:00

12:15

12:40

13:50

15:15

14:45



とは、ミュー
ジシャン目指す、
郁文館の生徒た
ちが、郁文館一位

とは、お

笑い芸人を目指す生徒
たちが、コントをして、郁
文館一位のコンビを決め
る戦いです。

ルールは、審査員は固定ちが、郁文館一位
のバンドの座を懸
けて、この日のた
めに練習してきた
曲を披露し熱く燃
えあがるバンド同
士のバトルです。
皆さん、応援して
あげて下さい！！

特別ゲストも来ます。

ルールは、審査員は固定

の２人！？と、お客さんの
中から３人をＭＣがランダ
ムで選び、見たいか、見
たくないか札を持ってもら
い、まず一分間コントを見
して、審査員の過半数が
見たければ、続行、過半
数に満たなければ、脱落
です。

人前でコントをするのは、

大変なことなので、是非
応援してあげて下さい。
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今年から始まるＤＡＮCE ＢＡ
ＴＴＬＥ。

ダンサーを目指す高校生たち
が繰り広げる、ホットなダンス
バトル。
ダンスの種類は、無制限。
ルール

審査員の前で、ダンスをして、
評価して、郁文館一のチーム
を決めます。
特別ゲストは、なんと世界一

毎年恒例！？となりつつある
ディベート大会、今年も高校
一年生が繰り広げる熱い口論。
さぁ、相手を口でねじ伏せれ
るのは、どいつだ！？
ルール

「お題」が出され、それについ
て賛成、反対について分かれ
て論議してもらい、客席の方
の投票で優勝が決まります。

無人島ウィー
（中学二年生）

合 唱

中学二年生による、無人島
ウィーの劇です。

無人島ウィーとは、本校理事
長 渡辺 美樹が、書きあげ
た絵本です。

「人間として大切なものは何
か？」 大切だけど忘れがち
なこの疑問にある一つの答え
をだします。

地下体育館に是非、おいで下
さい。

（中学一年生）
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中学校一年生による、合唱
です。

歌う曲は、なんと本校の新
校歌です。

新校歌は、つい最近できた
ばかりなので、覚えるのは
大変そうでした。

しかし、文化祭でのコンクー
ルのために、一生懸命練習
してきました。
是非、見て下さい。



スタッフ一覧

郁秋隊隊長 竹内 弘彦（Ｈ２Ａ）
ポスター担当
担当長 柳下 明大（Ｈ２Ｃ）
・溝井 英一郎（Ｈ２Ａ） ・野中 良純（Ｈ２Ａ）
・山野辺 翔平（Ｈ２Ｂ） ・関 愼太郎（Ｈ２Ｂ）
企画担当
担当長 石濱 和也（Ｈ２Ｂ）
・高橋 拓也（Ｈ２Ｂ） ・若水 昂（Ｈ２Ｃ）
・久我 勝馬（Ｈ１Ｂ） ・坂井 康木（Ｈ１Ｃ）
ステージ担当
担当長 川崎 成将（Ｈ２Ｃ）
・樋口 俊一（Ｈ２Ａ） ・山崎 慧（Ｈ２Ａ） ・荒木 義司（Ｈ２Ａ）
・原（Ｈ１Ｂ） ・坪井（Ｈ１Ｂ）
設営担当
担当長 海老沢 隆（Ｈ２Ｄ）担当長 海老沢 隆（Ｈ２Ｄ）
・長瀬 智紀（Ｈ２Ａ） ・岩崎 雅嵐（Ｈ２Ｂ）
・松坂 嘉倫（Ｈ２Ｂ） ・志保沢 洋大（Ｈ２Ｃ）
・鈴木 巽（Ｈ２Ｄ） ・岩永 総一郎（Ｈ２Ｄ）
・隈元 悠太（Ｈ１Ｃ） ・長江 澄人（Ｈ１Ｆ）
・落合（Ｍ１Ｃ） ・新居（Ｍ１Ｃ） ・佐山（Ｍ１Ｃ） ・岩下（Ｍ１Ｃ）

郁文館夢学園
お問い合わせ
０３（３８２８）２２０６
所在地
東京都文京区向ヶ丘
２丁目１９番地１号




