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理事長’s  
message 

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１２７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｣・｢ダンス｣｢お笑い｣等のステージコンテ
ンツ 等々 ･･･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：海外研修発表    ･･･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年：グローバル展･･･自信と誇りを持って発表しなさい 
高２：ゼミナール発表   ･･･広い視野をもち発表すること 
  
高３・グローバル３年は 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 
  
今年も 一人一人の生徒が主人公として輝く文化祭をめざします 
  

理事長  渡邉 美樹 
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校長’s  
message 

郁秋祭によせて 

  平成28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 起業体験の団

体など、 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 。 

「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いうつもりはありません 。 

今年のテーマである「2016郁秋祭 DREAM DASH」に相応し

い中高生の精神の発揚と爆発を期待します。 

 

 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 
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生徒会長’s  
message 

実行委員長’s  
message 

 小学6年の時に見た郁秋祭のステージを、今でもはっきりと覚えています。このステージに憧
れて郁文館に入学！中学１年から始めたエンタメ委員の活動は、高校1年の今4年目となり、昨
年夏に委員長になってからは、2度目の郁秋祭をむかえます。 振り返ると、時間が経つのは本当
に速いです。今年の郁秋祭は1度きり。だからこそ、頭を使い、体を動かし、足で稼いで、必死
になって物事にぶつからなければ、後悔するような気がします。 
 今年のテーマは『Dream  DASH』！ 
ダッシュしなければ間に合わない。時間は待ってくれません。 
 「郁文館のキャラクターを創りたい！」と思い立ってから2年！今年ようやくその夢が実現し
ました。ぜひ顔ハメパネルに顔をハメて、いい思い出にしてください！！ 
 そして、オブジェ、ステージでのパフォーマンス、様々な模擬店など、私達の巻き起こす疾風
と形になった熱い思いをどうぞ目に焼き付けてください。 
 郁文生はこの2日間全力で駆け抜けます。ご来場の皆さまに夢へのバトンを渡せるように精一
杯力を注ぎます！ 
 本日はご来場いただき誠にありがとうございました。 
 

郁文エンターテインメント委員会 委員長 山本凜 
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 毎年進化を続けている郁文館の「郁秋祭」ですが、今年度もまた、新しい催しが行われます。 
高校二年生による、「ゼミナール活動発表」とは、それぞれ生徒が興味のある大学のゼミナール
を通じて、調べた内容を自由な形式で発表するというものです。身近な話題から、マニアックで
ユニークな話題まで、様々な面白い発表を、ぜひご覧ください。 
  起業体験や、地下体育館のステージイベントも、目が離せません。今年はお笑いグランプリ
「笑ラン節」でも、新たな試みが行われます、ぜひ足をお運びください。 
  毎年郁秋祭が盛り上がる一方で、陰で支えている生徒たち「エンタメ委員会」や、「風紀員
会」がいます。ステージの進行や、学校の清掃活動をする彼らのおかげで、郁秋祭が成り立って
いると言っても過言ではありません。また、今年は新たにディズニーランドの清掃員を見本とし
た、「カストディアル委員会」も活動します。清掃だけでなく、郁文の広報となって、2日間郁
文館を盛り上げます。「ICDP」の腕章をつけた生徒を見かけたら、お気軽にお声がけください。 
  郁文館の楽しみ方は、無限大です。地下体育館のイベントを眺めるもよし。屋台を練り歩く
もよし。地下の吹き抜けで、金魚釣りで遊ぶもよし。郁文生に限らず、来校して頂いた皆さんそ
れぞれに楽しみ方があると思います。この2日間、存分に郁文館を感じて頂ければと思います。 
 本日はご来校、本当にありがとうございます。 

 生徒会長 H2D萩廉太朗 



2016 OPバンド 
オープニング 

ブラッドストロベリー 

 今年のオープニングソングはへヴィメタ

ルに挑戦！みんなで声を出して楽しめる１

曲となっています！みんなで盛り上がりま

しょう！ 
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2016郁秋祭 テーマsong♪  

作詞 岡本威＆鍋島沙衣 ／ 作曲 石原大輝＆若山ナナ＆鍋島沙衣 
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彷徨う1人 ビターな世界だね  あぁ 誰か ホイップを絞っ
てよ  ここから抜け出したいの！  
 

ショートケーキみたいにふわふわ 甘い世界に行きたいな  
でもねここが踏ん張る時だよ  夢見るあの場所へ  
 

未来へ (go!) 上まで (go!) さぁ上向いて  
ふわふわ浮かれてちゃ 何も始まらない  
前へ(go!)踏み出せ(go!)立ち止まんないで  
ケーキの中潜り込んで さぁ始めよう！  
 

私の中で 何かが芽生えたよ  あぁ 何も 怖くない 恐れるな  
ビターなことはあるけれど  
 

ストロベリーみたいにきらきら  輝く存在になりたいな  
だからまずは1歩踏み出そう  夢見るあの場所へ  
 

飛び出せ(go!)1歩ずつ(go!)さぁ前向いて！  
ふわふわしてるんじゃ 何も変わらないよ  
上へ(go!)高くまで(go!) 顔上げていこう  
ケーキの中潜り込んで さぁ行こう Alright！  
 

未来へ (go!) 上まで (go!) さぁ上向いて  
ふわふわ浮かれてちゃ 何も始まらない  
前へ(go!)踏み出せ(go!)立ち止まんないで  
ケーキの中潜り込んで さぁ始めよう！ 

『ビターホイップ』 



西 館 ２ 階 
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西館２階 



 個性豊かな生徒が集まるグローバル高校の魅

力をギュッと詰め込んだグローバル展。 

今年は「十人十色」をテーマに構成しています。 

ちょっと気になったあなた！ぜひいらして生徒

の生の声を聴いてみて下さい。 

グローバル展 

学校説明会 
講堂 

216/217/218/219 

10月1日（土）１４：００～ 
10月2日（日）１１：００～ 
○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しで
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階では個別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。 
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本 館 地 下 
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本館地下 



吹き抜け中庭        釣り研究会 

『金魚釣り』 
今年の釣り研は、毎年恒例の「金魚すくい」ではなく「金
魚釣り」を行う事にしました！ヨーヨーも配ってます。 
全て無料です！釣り研究部員募集中☆ 

化学室           化学部 

『試して体験、不思議発見』 
世界最大のエンターテインメントルーム「化学室」を訪れ
たあなたたち。そこには、最高のショーが集まっている。
さぁ、あなたは様々な謎を解き明かし、見事化学マスター
となることが出来るだろうか？ 

生物室                     生物部 
『骨格 ～標本は語る 生命の進化～』 
今年の生物部は「骨格」マシマシで望みます！多様なセキ
ツイ動物の骨格標本の展示、美術品のように美しい透明標
本の抽選会を行います。もちろん、かわいい動物たちとの
触れ合いもできますよ！ぜひ地下一階生物室へ！ 
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美術室                   美術研究会  

『例の美術室』  
簡単なイラストを描くだけであなたオリジナルのストラップ
が作れます！イラスト集などの資料を用意しましたので是非
ご活用下さい。私たち美研部員が造った作品も展示しており
ます！B１Fの美術室に是非来てね！ 

音楽室                  軽音楽同好会 

『校内ライブ』 
今年度も軽音楽同好会による音楽室内Ｌｉｖｅを行います。
普段音楽をあまり耳にしない方、音楽をこよなく愛する方、
どんな方でも楽しんでもらえるよう精一杯演奏いたします。
ぜひお越し下さい。 
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本 館 １ 階 
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本館１階 



101/102                       入試担当 

『入試相談・制服試着コーナー』 
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              中学１年生 

『M1作品展示』 
授業での様々な作品を展示いたします。 
また、今年度から導入しているNIEノートや夏休みの宿題
である自由研究の展示もしております。 
中学１年生のありのままの姿を是非ご覧になって下さい。 

104              中学２年生 

『M2半年間の軌跡展』 
中学2年生になってはや半年。夢を目指して疾走する中、
いくつもの行事を乗り越えてきました。修学旅行・夢合宿
を中心に、それぞれの活動とそこから学んだことを作文・
模造紙・映像・模型などを通してご紹介します。 
 

105/106            中学３年生 

『海外研修展示』 
中学２年生の３学期から調べたり、取材をしたりしてまと
めた卒業論文の展示と発表を行います。また、夏期休暇の
ニュージーランド研修やセブ島研修で学んだことを写真を
混ぜて展示します。是非とも足をお運び下さい。 
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本 館 ２ 階 
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本館２階 



和室             茶道同好会 

『まっちゃる』 
私たち茶道同好会は２階和室にて活動しています。日本文
化にふれたいときや、遊び疲れて一息つきたいときは、 
私達がおいしいお茶とおかしでもてなします。 
私達と一緒に『まっちゃり』しませんか？ 

201             漫画・文芸研究会 

『Re：漫研』 
今年の私達は一味違います！文芸・手芸と合同となり、
展示物の見応えは充分！ 
更に、色紙ジャンケンや人形劇などの多種に渡るイベン
トをご用意しています。ぜひお越し下さい。 

202/203          書道部 

『書道部作品発表会』 
平成２８年度郁秋祭！！郁文館の代表的な部活の１つで
もある書道部は、今年も迫力のあるパフォーマンスをお
見せします。１人１人部員らしさが光る作品も展示し、
みなさんの心に残るような時間をお届けします！！ 

204             写真部 

『写真部展示』 
 

    写真部の展示を行っています。 

15 



205             口永良部島ゼミ 

『口永良部島展』 
私達のスペースには、訪れた方が「口永良部島を感じられ
るような」雰囲気が広がっています。島の美しい風景の写
真や、ムービーが放映されています。また、島でのフィー
ルドワークの様子などを高校生が熱く語ります！ 

206             鉄道研究部 

『鉄道研究部』 
鉄道研究部です！ 
鉄道研究部では、１学期から作ってきた巨大ジオラマを
展示しています。とてもリアルで見ているだけで楽しい
です！駅弁販売も行っているのでぜひお越し下さい。 

207             カンボジア展／ボランティア委員会 

『カンボジア展・ボランティア委員会』 
カンボジア展ではカンボジア研修で学んだカンボジアの
現状や孤児院の様子を伝えます。ボランティア委員会で
は昨年度からのブラインド体験を更に拡大し、ノーマラ
イゼーションの精神を共有したいと思います。 
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208              NZセブ研修 

『 NZ ・セブ研修』 
 

高校１年生の海外研修（ニュージーランド研修とセブ島研
修）の様子をご覧下さい。 

209/210           海外研修 
『 シンガポール・ハワイ・台湾・ベトナム研修展示』 
様々な海外研修の展示スペースです。現地に行って学んだ
こと、体験したことをまとめました。その感動を皆さんと
共有できる場所です。気になる国がある方はぜひ、展示ス
ペースにいる生徒に声をかけてください♪ 

211                             アートゼミ 

『Exposition du S’eminaire d’ art』 
人間の第２の皮膚である「服」、誰かの想いの結晶である
「映像」によって表現された、私達が生きる「社会」を眼
で見て、耳で聴き、心で知る空間。２日間しか存在しない
異空間に是非お越し下さい。 
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212 アジアゼミ 

『アジアゼミ展』 
毎年、御好評をいただいております、バングラデシュの伝統刺
繍「ノクシカタ」を用いた雑貨を今年も多数用意致しました。
バングラデシュの現状や、現地で働く方々の声、アジアの現状
などと合わせて展示致します。ぜひ、お立ち寄り下さい 

213 アフリカゼミ 

『コンゴ・ACADEX小学校からの贈り物』 
コンゴの子ども達の夢が詰まったコースターやポスター
カードです。この文化祭の催し物を通してACADEX小学校
から見るコンゴを感じてください。収入は全額ACADEX小
学校へ寄付されます。 

214 農業委員会 

『レポート・写真・作物』 
私たち農業委員会は、本校の屋上でたくさんの種類の野菜を育
てています。郁秋祭では、活動内容をポスターにまとめて展示
します。その他にも、実際に育てた野菜の展示や、来て下さっ
た方に屋上で穫れた種の配布も行います。是非お越し下さい。 

18 



本 館 ３ 階 
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本館３階 



303             起業体験プログラム      

『ESCAPE』 
公爵夫人は言った。 
「なかにふくまれている意味に心をとめよ。ことばにひっかかるな。」 
ひゅーんと下へ、どこまでも。 
一の姫様尊大に、「さあ、始めて」とアナウンス。  
            ー体験型脱出ゲーム、挑戦者随時募集中ー 

304             起業体験プログラム      

『イケ☆パラ屋敷』 
社員13人全員男子生徒でレベルが低いとおもいがちだが男子
生徒でしか出せない迫力のあるお化け屋敷になっていて、日
常にない刺激を提供できる。子供も大人も満足して、何回も
来たくなるお化け屋敷になっています。 

305             起業体験プログラム      

『不思議の国のタピオカ』 
目玉はなんといっても果肉入りのフルーツタピオカドリン
ク！飲むと、もちもちの食感と果肉の旨味が口の中に広が
る！他にも全く新しいタピオカをおいています！ぜひこの機
会に飲みに来てください！ 

307/308                      起業体験プログラム   

『怨霊~Find Sacchan‘s memory~』 
ドキドキ・ハラハラ感と楽しさを融合させた最恐のお化け
屋敷となっております。一緒に入った人との協力プレーが
肝心です！みんなでさっちゃんを成仏させてあげましょ
う！社員全員でお待ちしております^^ 
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311                            起業体験プログラム     

『パワッフル』 
パワッフルではおいしいワッフルと飲み物を提供していま
す！たくさんのソースがあるのでお好みのワッフルを選ぶ
ことができます。また、ワッフルと 
の相性抜群の飲み物もご用意しております！ 

313             起業体験プログラム      

『cotton candy 龍』 
私達の企業は「色付き＆味付きわたあめ」で味はイチゴ・
レモン・ブルーハワイの３つを売っています！経営理念は
ボリューム勝負！〜感謝・情熱・笑顔〜です。とびきり満
点の笑顔で社員一同お待ちしております！！！ 

314             起業体験プログラム      

『Rassure』 
お好きなトッピングを選べるスフレパンケーキや、ケーキ
に合うカフェオレやコーヒー、森林をモチーフにした快適
な環境をご用意しております。昼食や一息つきたいときな
どに、ぜひ立ち寄ってみて下さい！ 

315             起業体験プログラム      

『キャピおか』 
私たちの企業はおもにタピオカを販売しています。特に新
感覚の炭酸入りタピオカはやみつきになること間違いな
し！さらに、サイドメニューとしてチュロスとワッフルを
百円で販売しています！ぜひ来てくさい！！ 
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401/402           後援会 

『カフェ・スマイル』 
毎年好評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やしの
空間「カフェスマイル」で味わって下さい。保護者の目線
から郁文館のいいところをこっそりお教えします。！ 

403/404後援会 

『後援会バザー』 
制服、ワイシャツ、カバンを格安で買い足すなら絶対バ
ザー！他にも有名ブランドのボトムスや雑貨、インテリア
小物も豊富に揃えました。保護者の方は勿論、生徒のみな
さんも思わず買いたくなる商品満載です！ 

408              PC部 

『自作ゲーム・PC組み立て』 
 

今年の郁秋祭ではUniｔｙで制作したFPSゲームや、RPG
ゲームツクールなどで制作したゲームなどを展示します。 

410ピアサポート委員会 

『活動内容紹介』 
我々ピアサポート委員会は学園に平和をもたらすべく今ま
で多くの活動をしてきた。その活動内容を紹介することで
皆様にピアサポート委員会の存在意義を知っていただきた
い。ぜひ足を運んでくれ。 
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411             図書委員会 

『ビブリオバトル』 
 

自分の愛する映画・書籍について熱く語る出場者との出逢
いが、アナタの人生を変えるかも知れない！！アツく知的
な闘いを見逃すな！！ 

412/413/414       高校２年生 

『ダイガクEXPO2016』 
みんな「ダイガク」に、どんなイメージ持っていますか？
私たちは、志望のダイガク・学部について、様々な方法で
調べてみました。ダイガクって、こんなところ！魅力いっ
ぱいにアピール 

415             演劇同好会 

『郁秋祭演劇公演』 
 

「人の心を動かしたい！！」我々はその思いで２つの劇を
つくりあげてきました。今までに見たことのない心震わせ
る作品をお送りします。ぜひ、観に来て下さい！！ 
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グラウンド         起業体験プログラム  

『froooozenよ〜ぐると』 
アイスは冷たくて美味しいけど、脂肪分が多くて…と、
思っている皆さん、大丈夫です！フローズンヨーグルトは、
アイスより低脂肪、低コレステロールでさっぱりしていて
食べやすい！ 是非ともこの機会にご賞味下さい！ 

グラウンド         起業体験プログラム      

『ポテーテ』 
 

『熱々ポテトとひんやりアイス』でおいしくデザート感覚
を楽しめます。ポテーテを通じて皆さんに Happiness 
を届けます！！ 

グラウンド         起業体験プログラム 

『魂のフランク』 
私達のお店では、フランクフルトと飲み物を提供していま
す。ケチャップやマスタード以外にもバジルソースなど6
種類のソースがあります。確かな味とボリューム、明るい
高校生の元気をお届けしますのでぜひ来てください！ 

グラウンド         起業体験プログラム 

『おいそ〜world soup〜』 
おいそには皆さんの好きそうなスープや、珍しいスープがあ
ります！レジにはカッコ可愛いお兄さんがあなたを待ってま
す♡来ればあなたもHAPPYになっちゃうかも？？スープに
は愛をこめて待っているのでぜひ来てくださいね！！ 
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グラウンド         起業体験プログラム      

『櫻の木』 
桜色の生地、明石焼き風、淡路島のタコ..私達のたこ焼き
は他とは違います！そこのあなた、自然の恵みたっぷりの
たこ焼きで、ほっと一息いかがですか？景色を彩る満開の
櫻のように皆様に笑顔と元気をお届けします♪ 

グラウンド         起業体験プログラム      

『湯圓屋moChi月』 
モチっとした食感、中から溢れるごまソース･･･。湯圓を
口にした私はすぐにとりこになった。さらに三種のトッピ
ングを好きなだけかけられるなんて！そして1日限定50
個販売の･･･！？ 続きは店頭で！ 

グラウンド         起業体験プログラム     

『中西と愉快な串焼き屋』 
「中西と愉快な串焼き屋」です!愛と笑顔をたくさん込め
た熱々でジューシーな焼き鳥を販売致します。他店を超越
した旨さ・安さ・豊富な種類が売りです。くじ引きも用意
しておりますので、是非一度足をお運び下さい。 

グラウンド         起業体験プログラム      

『俺のサンドイッチ！！』 
俺らは皆を笑顔で幸せにしたい。今回、俺ら売るのは、6
種類の具材から3種類を選べるサンドイッチ。また、1時
から数量限定アイスサンドを売るぜ！250円で、ドリン
クを付けると300円。さぁ俺のとこ来ないか。 
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グラウンド          起業体験プログラム     

『注文の多いバーガー屋』 
私達の企業で販売中のライスバーガーは肉を精肉店「ミー
ト＆デリカ浅野」のものを具材として使用していてより素
材にこだわった商品を召し上がっていただくことができま
す。是非、店頭にて実際にお召し上がり下さい！ 

グラウンド          起業体験プログラム      

『Meat boy』 
豚肉を醤油ベースのタレに漬け込み、ご飯に巻いて焼いた
「こだわりの肉巻きおにぎり」何個でもパクパク食べられ
ちゃうやみつき味！！熱々はもちろん、冷めてもおいしい、
食べないと損をする逸品です！ぜひご賞味あれ！！ 

グラウンド          起業体験プログラム      

『チキング鳥子』 
私たちは、いままでにない焼き鳥を販売します。販売する
焼き鳥は、もも、ねぎま、つくねを5種類の味から選べます。
元気で活発な店員が皆様をお待ちしております。お気軽に
お越しください。 

28 

グラウンド          起業体験プログラム      

『メキシコぐらしのトルエッティ』 
みなさんはトルティーヤという食べ物をご存じですか!?メ
キシコ生まれのあのトルティーヤがなんとこの郁文館に上
陸しました!!生地のもっちり感とお肉と野菜の独特の歯ごた
えをぜひご賞味あれ!! 



地下 stage 

『中学合唱コンクール』 
中学生全８クラスの熱い戦い。
夏休み中や放課後も練習して
きました。 
さあ、今年優勝するのは、ど
のクラスか！？ 
歌唱力、表現力、ハーモニー。
練習の成果今ここに！ぜひ、
その目で素晴らしい歌声と中
学生の実力を見に来て下さい。 

『ガチ☆スター天国』 
ソロからバンドまで学年を問
わす、毎年人気のコンテンツ
です。勝ち抜いた者だけが立
てる夢のステージ！いつもの
学校生活では見られない熱気
が高まる時間。きっと私たち
が学生であることを忘れるで
しょう 。音楽の頂点に君臨す
るのは誰だ！？ 
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『DC-1』  
毎年レベルの高いパフォーマン
スを競い合うDC-1 それぞれ
が個性を醸し出すダンス必見！  
年齢、男女に関係なく盛り上が
りましょう。  

『IKUBUN Dream Collection』  
生徒の「やりたい！」という声からで
きたこのファッションショー。今年の
テーマは「もし世界各国に郁文館の制
服があったら」です。さぁ、どんなス
テージをみせてくれるのか！またグラ
ンプリは誰の手に！必見です！  

『笑らん節』 
郁秋祭で爆笑の嵐！！今年は新た
なる挑戦者が笑いを巻き起こす！
そして見事優勝した団には、来年
度体育祭の点数に加算！お笑い芸
人の第一歩をいち早く踏み出すの
は誰だ！？ 
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2016郁秋祭 
イメージキャラクター紹介 

 ぼくは夢叶(ドリム)。2000年後の郁文
館の生徒会長だ！未来の郁文館は今、大
変な事になっているんだ。みんなの力を
かりたい！ 夢叶（ドリム） 

 ぼくは夢来(ライム)だよ。2000年後の
郁文館の生徒会員だよ。ぼくたちの郁秋
祭と過去の郁秋祭と何が違うのかしっか
り学ぶね。 

夢来（ライム） 

 私は夢実(ミム)。2000年後の郁文館の
副会長よ！郁文館の一番好きな行事は
やっぱり郁秋祭。未来でも変わらず、パ
ワフルな文化祭が行われているよ。 夢実（ミム） 

 オレは夢輝(キラム)ニャ。2000年後の
郁文館の生徒会員だニャ。オレは食べる
ことが大好きだニャ。だから今日の模擬
店は楽しみにしてるニャ。 

夢輝（キラム） 

 2000年後の郁文館では、悪者によって、生徒

の夢が失われつつアルのだ。そのため。生徒会長

である夢叶（ドリム）を筆頭に2000年前の郁文

館に行き、夢を応援しにきたのである。 
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 2016郁秋祭にて 
     初お披露目！ 

『顔ハメパネル』 
今年からできた郁文館のキャラクターと共に移れる
顔ハメパネル！じゃんじゃん顔をハメちゃおう！ 
うしろには自分の夢がかけるようになっているので、
ぜひ夢を書いて一緒に写ってみてください！ここに 
       夢を書いて一緒に写れば、その夢も 
       叶うこと間違いなし！さぁ、新しい 
       郁文館のキャラクターに、みんなの 
        夢を応援してもらおう！ 

『郁文ブルーカーペット』 
エンタメ委員会とスペシャル制作チームが手作業で
作った郁文館専用カーペット！多人数での撮影が可 
能！クラス全員やカップル、さらには家族で撮って 
絆を深めよう！このカーペットを歩けば夢 
への近道が見える！？ 
また、写真撮影の際にDREAMオブジェも 
一緒にカメラに収めるとさらに夢運アップ！ 
取り方は無限大です、ぜひたくさん試して 
みてください！ 
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「笑らん節」ゲスト 
～地下CONTENTS～ 

絶対に１度は聞いたことのあるあのリズム・・・ 
 

「♪ダンソン フィーザキー  
       トゥーザ ティーサーザ コンサ」 
 

で有名なこのコンビがゲストＭＣとして登場！！ 
ダンシングフィッソン族を生で見られるチャンス！ 
地下体育館で一緒に「ニーブラ」！ 

バ ン ビ ー ノ 
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郁秋祭企画・運営 

エンターテインメント委員会 
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M1A 荒井 達也 

M1A 小山 瑳彩風 

M1A 岡村 妃那子 

M2C 阿部 滉之 

M2C 西村 茜 

M2C 松本 あまね 

M3A 廣瀬 朋美 

H1D 加藤 望未 

H1D 川上 恭奈 

H1G 荒木 拓大 

H1H 伊藤 花音 

H1H 後藤 有貴子 

H1H 高柳 めぐみ 

H1 I  石崎 龍一 

H2A 柳田 彩佳 

H2A 吉田 涼香 

H3D 榎本 優奈 

委員長  H1H 山本 凜 

☆ Special Thanks 

     H1D 夏目 菜未 

M1A 鈴木 健太 

M1A 松本 怜 

H1D 長友 優 


