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理事長挨拶

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１３０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 プログラムに精一杯
取り組むこと
中１：作品展示 ･･･日頃の学習の成果を発揮すること
中２：修学旅行展示 ･･･思い出と学びをうまくつなげて発表しなさい
中３：卒論発表・展示 ･･･堂々と成果を発表すること
中学全：音楽祭（合唱）･･･力いっぱい歌い 表現しなさい
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
地下体育館のステージコンテンツ：｢ダンス｣｢バンド｣「部活動発表」

･･･自分の好きなこと得意なことを 自信を持って発表しなさい

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
今年も起業体験は 起業塾（高校生社長塾）のメンバーが社長を務めてい
ます 各企業のSDGsと関連した“起業メッセージ”を感じていただきたい
と思います
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
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学校長挨拶

郁秋祭によせて

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 生徒は各々が所属するチームの中で 仲間と知恵を
出し合い 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
学校の年度目標である「頂」には 生徒たちが一生懸命
「夢」つまり「頂」を追う そんなプロセスにしっかり
と寄り添っていきたいという学校の願いが込められてい
ます 郁秋祭という舞台で 生徒みんなが輝く「絶対全
員主人公２DAYS」な２日間を過ごすことを期待します
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
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実行委員挨拶

この度は郁秋祭にお越しいただき誠にありがとうござ
います。私たちは数か月前から郁秋祭に向けて準備を
してきました。様々な人たちにサポートされながらも
なんとか当日を迎えることが出来ました。その集大成
として地下体育館のステージがあります。すべてが見
どころになっております。ぜひお楽しみください。
地上では高校1年生による起業体験が行われておりま
す。今年より開講した起業塾のメンバーを社長として、
株式会社を1から起業しました。すべての起業に1度立
ち寄ってみてください。様々な違いを見ることができ、
とても面白いです！
他にも、中学生による作品展やグローバル高校による
ゼミ発表、高校２年生による社会探求の発表、そして
書道部や生物部など文化部の展示などがございます。
どうぞ郁秋祭をお楽しみください。

エンターテイメント委員会
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2019オープニングバンド
メンバー紹介

1
2

3

4
5

6
7

8 9

②
1 西航杜
2 マシュマロ
3 うどん
4 ヒビカセ
5 松岡修造
6 がんばるぞい！

⑧
1 志村朋花
2 たけのこの里
3 海ぶどう
4 沢山あります
5 JP THE WAVE
6 頑張ります

①
1 松井昴瑠
2 きのこの山
3 焼肉
4 welcome to black parade

5 佐藤健
6 頑張ります

（頑張る）

④
1 五十嵐愛華
2 メルティーキッス
3 赤肉メロン
4 千客万来
5 橋本環奈
6 よろしく
お願いします！

⑦
1 佐野流星
2 ハニーバター
3 サーターアンダギー

4 Sugar(MAROO5)
5 中条あやみ
6 みなさんで盛り上げ
ていきましょう

⑤
1 藤村有里
2 チョコ
3 お寿司
4 そっけない
5 真剣佑
6 楽しいので絶対に
来てください！

③
1 徳本琉之助
2 コアラのマーチ
3 お寿司
4 さよならエレジー
5 菅田将暉
6 頑張ります！！！

⑥
1 関龍之亮
2 パックンチョ
3 貝
4 Happier
5木村‟フィリップ‟ミノル

6 頑張ります。

⑨
1 黒澤怜(くろさわれん)

2 餅太郎
3 ぽてと
4 今ハマってるテラハ

After tonight

5 小栗旬
6 エンジョイダンス

しよう！

質問項目
1 名前
2 好きなお菓子
3 好きな食べ物
4 好きな曲
5 好きな有名人
6 最後に一言



西 館 ２ 階
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学校説明会
９月２８日(土) 14:00～
９月２９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。

H2社会探究
９月２８日（土） 11:30～13:00
９月２９日（日） 学校説明会終了後～

ＰＢＬツアーで触発されたさらなる探究心のもと、新たな探究テーマに臨む
生徒たちの中間発表プレゼンテーションです。問題意識と今後の探究計画・
実験計画を発表します。※一部216教室でも発表を行います。

ＳＢＬ委員会

９月２８日(土) 9:00～11:00

ＳＢＬ委員会によるサイエンスミステリーゲームを行います。
あなたははたして解けるかな？？

講堂

２１６～２１９ [Ｈ２社会探究] 高校２年生
ＰＢＬツアーでの探究成果をまとめたポスター発表を行います。ＰＢＬツ
アーで目の当たりにした現実とＳＤＧｓの問題意識を絡めた新生『社会探
究』の成果をご覧ください。
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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！地下１階の音楽室にて軽音Liveを行います。
今年度は9月29日(日)の午前中に行います。
コピーだけでなくオリジナルソングも演奏します。
是非来てください！

吹き抜け中庭 [金魚すくい] 釣り研究会

本年度の郁秋祭、釣研究会は金魚釣り、金魚すくい、ヨーヨー釣りを提供い
たします。料金は全て無料で、金魚・ヨーヨーはお持ち帰りいただくことが
可能です！地下１階生物室前の吹き抜けにてお待ちしております！

生物室 [郁文館ナマモノ園] 生物部

今年も動物とのふれあいや生態を楽しんで頂く動物園スタイルの展示を行い
ます！毎年恒例の巨大リクガメの餌やりなどに加え、オオトカゲやハリネズ
ミなどの珍しい動物とのふれあいもできます。ぜひお越しください！

書道室・美術室 [書道展] 書道部

私たちは地下１階の書道室と美術室で１年間の集大成として書道展を行いま
す。そして、体育館でパフォーマンスをします。部員一同練習を積み重ねて
努力してきましたので、ぜひお越しください！

化学室 [サイエンス縁日] SBL委員

こんにちはSBL委員会です。我々は「郁文館に科学好きを増やそう！」とい
う目的で活動している委員会です。ぜひ覚えて帰って下さいね。
今年は、講堂と化学室の２種類のイベントを行ってます！ぜひ来て下さい！

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(両日とも9:30～15:00）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半年の“キセキ”] 中学１年生

入学して約半年。たくさんの友人とともに１日１日成長を重ねてきました。
今回の展示では、理科の自由研究をはじめとして、様々な活動報告をします。
ぜひ足を運んでください。

１０４ [M２修学旅行] 中学２年生

私達は常にSDGsと向き合っています。NIEを通して世界の諸問題に関心を持
ち、私達ができることは何か考え、修学旅行では命の大切さについて学びま
した。それらをまとめた物を展示するので、是非お越しください。

１０５・１０６ [海外研修展・卒業論文発表] 中学３年生

私たち中３は夏にセブ島とニュージーランドに語学留学に行き、沢山の壁に
当たりながらも成長し帰ってきました。
また、将来の夢について「卒業論文」を全員が書きました。
その発表を全員が行います。
是非お越し下さい。
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本 館 ２ 階
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茶道室 [お茶会] 茶道同好会

私たち茶道同好会は２階和室にて活動しています。日々練習したお点前を披
露し、美味しいお茶と和菓子を振る舞います。2日目（29日）限定です。是
非、お越しください！

２１４ [課題を「自分ごと」に、未来を創る SDGs] SDGs委員会

より良い未来のためにSDGsを通して私達の活動、考えたことを今年の記録と
してまとめました。未来の世界で暮らす、私達。日々感じている身近な問題、
あなたが考える未来を私達と共有しませんか？

２０８ [写真部展示] 写真部

写真部が１年間撮影してきた作品の数々をお楽しみください。

２１３ [中学GL展]

グローバルリーダー特進クラスの活動の様子ご覧下さい。中学1年生はDream
map、中学２年生はSDGsへの提言、中学３年生は留学報告レポートを展示し
ます。ぜひ、お越しください。

14

２０１ [鉄道研究部] 鉄道研究部

鉄道研究部では、東海道線の沿線を再現した巨大ジオラマを展示しています。
小さいながら迫力ある模型のスゴさを体感できます。
また、選りすぐりの駅弁も販売しています。
是非、お立ち寄りください。



２０９～２１２[グローバル展] グローバル高校

あなたは本当のグローバル高校を知っていますか？グローバル展では「“ユ
ニークな個性の爆発“」をテーマに、グローバル高校の”今“を紹介します。
ぜひお越しください。

２０２～２０６[協働ゼミ展] グローバル高校

グローバル高校が年間を通じて活動している協働ゼミ。全１７ゼミが
気迫のこもった活動報告をいたします。ぜひお越しください。

比較文化ゼミ 東アジアの国々を比較して異文化を理解する

教育ゼミ 教育・学校・教師の存在意義を問い直すゼミ

アートゼミ 見つけよう！あなただけの心のキャンバス❤

アジアゼミ 〜アジアの幸せから、世界の幸せへ〜

STEMゼミ 教育の観点で人とテクノロジーの共存を図る

エコロジーゼミ 多視点から全てが共存できる環境を探究する

法と政治ゼミ ～社会問題を分析し考える力を養う～

15

社会福祉ゼミ 社会福祉で互いを尊重し壁のない世界へ

ビジネスゼミ 教養を深め、論理的に考えられる人材の育成

ツーリズムゼミ 観光を通して日本の問題解決と発展を考える

食ゼミ 身近な食に発見を、食卓に笑顔を

スポーツゼミ 色んな視点からスポーツを通して物事を科学する。

アフリカゼミ ユーモアが溢れ出る情熱大陸アフリカ

口永良部ゼミ 島から学ぶ、人生においての豊かさとは何か。

地域活性ゼミ 理論と実践を地域で行う地域のためのゼミ

メディア 自らの問題意識を具現化、メディアで拡散。
デザインゼミ

人間科学ゼミ 高校生が日本人の幸せを増やす！

16



本 館 ３ 階
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３０４[リサイクル雑貨販売] Let`s make it !!

これから流行る⁉世界にたった1つのハーバリウムペン&クリスタルペン！
ワークショップもやってます！ペットボトルがまさかのアクセサリーに！
ペットボトルプランターの花の育成キッドもあります！

３０５[銃から作るシューティング] Shooting zero

ラバーガンを作れるシューティングゲーム！刃物を使わないので小さいお子
様も安心！高い点数を取ると景品がもらえます!工作射的が得意な人もそう
でない人もぜひ遊びにきてください！お店の前にはおみくじが...!
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３０６[黒糖タピオカ] Tapiness

買わなくても見にくる価値あり💜💜



３０７・３０８ [アイマリーテ展(美術研究会作品展)] 美術研究会

今年度の美術研究会はゴミを使ったインスタレーション作品を展示します。
これまでに手がけた美術研究会の作品の展示やこれまでの活動内容やそれぞ
れの作品の説明をいたします。是非視に来てください。

３１０ [タピ焼き] Tapi焼き company

たこ焼きの中がタコじゃなくてタピオカだと！？しかも生地が紅茶風味だな
んて、それはまるで、食べるタピオカミルクティーじゃねーか！！料金は...
安！！行くしかねえー！！
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３１１ [オリジナルパンケーキ] まるごとパンケーキ

世界に一つだけのオリジナルパンケーキを食べてほしい！そんな気持ちから
作ったこの会社、15種類という普通では考えられないトッピングの数を武器
としています。実際に来て食べてみませんか？

３０９ [宴のPCs] PC部

ところで、PCはお好きですか？なら結構、ますます好きになりますよ！
さぁどうぞ、PC部の新しく作ったゲームです。

他のゲームや展示品もあります。初めての方でも大丈夫です。

３１２ [ＶＲホラーゲーム] ＶＲＨ

学生の間で流行している『メンドリ様』とは...？VRを使用したホラーゲー
ムです。新感覚の怖さをあなたに...あなたは帰って来ることができるか
な...？

３１４[和風パンケーキ] 新月

昔の茶屋をイメージした落ち着いたお店にしますのでぜひゆっくりしていっ
て下さい。お待ちしております。

３１５ [焼きドーナツ] Ms`donut

ドーナツの種類は２０種類！？みんなの好きな生地と味付き粉でみんなの好
きなようにセレクト！ソフトドリンクはなんと１コイン！アイスコーヒーも
あります！みんなの憩いの企業になればいいと思います！

20



本 館 ４ 階
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４０３・４０４ [（後援会）バザー] 後援会

制服・ワイシャツ・カバン等を格安で販売！
食品類、タオル等の日用雑貨、おもちゃ等を販売します。
さらに、ワークショップコーナーではパワーストーンブレスレットが作れま
す。

４０１・４０２ [カフェ・スマイル] 後援会

毎年恒例の講演会のカフェスマイルです。
今年は１３０周年にちなみ、リニューアルしてのイタリアンカフェです。
伝統のパンケーキの他に新メニューも登場です。
皆様のご来店をお待ちしております。
保護者の本気を見せます！！

４１４ [演劇同好会郁秋祭公演] 演劇同好会

「子どもって馬鹿じゃないですか？でも子どもにだって色々あるんです。こ
んなアホらしい会話してる彼女達でも… パンダより」
公演時間は教室の前に掲示してあります。飲食可です！
是非いらしてください！

22

４１２ [アイドリングスタート] 漫画研究会

普段は絵を描いて見せあうだけの部活ですが、文化祭になると毎年、部員た
ちが熱意を持って描いた絵をまとめた部誌を発行しています。今年の部誌は
アイドルをテーマにしています。興味がわいた方は是非お越しください。



グ ラ ウ ン ド
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② [ビワタピオカミルクティー] LOQUAT

この商品は、今までに飲んだことの無い新鮮な味、そして笑顔が溢れる商品
をウィルフェアートレードを通して提供していきたい。という願いから作ら
れた商品です。ビワ茶から広がる笑顔の世界をご体験してみませんか？

① [ベビーカステラ] ＣＲＡＮＳＹ

「普通じゃない」って最高だ。袋を振るだけで美味しさが増す！！一味違う
ベビーカステラをぜひ食べに来てくださーい！

③ [串パンケーキ] Ｎ＆Ｓ

女子必見！今、大阪でインスタ映えが止まらない！！！！ 串パンケーキこ
と「パンボー」をできるだけ再現した商品です！大きさと値段があってない
ぞ！？最強のコスパ！ 美味すぎ注意！ 男子も大歓迎！

④ [地球に優しい焼きそば] 焼きcook

地球に優しい食べ物がくる時代になったのか？他とは違うものだ。たくさん
あるし君たちの好きなように食べることができるのさ挑戦したいならうちに
来てーーー！！
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⑥ [ジコモケバブ] ジコモ(株)

皆様にこのケバブを食べていただくことで、発展途上国の人を助けられます。
味も満足のいくものにしました。冷えたドリンクがついたセットもあります。
皆様のご来店を、社員一同心よりお待ちしております！

⑤ [自家製照り焼きチキン] 照り焼き本舗

照り焼き本舗の持ち味はなんといってもタレです。複数のサイトで調べた美
味しいタレに更に改良を加えた”秘伝のタレ”です。是非、我が社の秘伝の
タレを絡めた美味しい照り焼きチキンを食べに来てください。

⑦ [えごま油そば] ＣＳＭ Company

お腹が空いたら油そば！めちゃくちゃ美味しく作りました！それに美味しい
だけじゃない！えごま油で健康にもいいです！社員一同待ってます！！！

⑧ [カラフルカステラ] オケヤ

カラフルなカステラとチーズがこんがり焼けたカステラであなたの心はワシ
掴み！ え！？どっちも食べたいだって？そんなあなたにはカラフル&
チーズカステラをどうぞ！ぜひオヤケに来てください！
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⑩ [トッポギ] ３５０₩ トッポギ

アニョハセヨ〜〜〜〜 映える美味しいトッポギと映える店内！ 可愛いオ
ルチャンコーデ♡見に来てね 甘辛トッポギ¥250 黒蜜きな粉トッポギ¥250
七星サイダー¥100

⑨ [牛串焼き] 牛串

世界一美味しい胡椒「カンポットペッパー」、黒毛和牛の牛脂を使用。３０
０円という安価で販売中。ペットボトルや缶のドリンクも100円で販売して
います！！

⑪ [ジャージーサンド] Bistro H&S

本当の肉をあなたに！！！！！！！！！！ジャージー牛と普通の牛の違いを
感じれる商品がそろっています！

⑫ [チャーハン・餃子] 絶品男飯

チャーハンとぎょうざ。３００円と２００円。美味しいです！！ガッツリ食
べたい人はチャーハン食べてください！！！
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地下ステージ
スケジュール

９月２８日（土）

9:00～ オープニング

9:30～ ガチ☆スター天国

11:40～ ダンス部ステージ

12:00～ 協賛企業インフォマーシャル

12:30～ 書道部ステージ

14:00～ STEP KING BATTLE
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９月２９日（日）

9:00～ オープニング

9:30～ 郁文中学音楽祭 中学１年生の部

10:15～ 郁文中学音楽祭 中学２年生の部

11:30～ チアリーディングステージ

12:00～ ブラスバンドステージ

12:45～ 郁文中学音楽祭 中学３年生の部

13:30～ I’nation
（ガチ☆スタ決勝・ステキン決勝）
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[郁文中学音楽祭]
中学全12クラスがそれぞれ選曲した歌を歌います。歌唱力はもちろん、
パフォーマンスとクラスの団結力も求められる戦い。クラスがひとつ
となって最高の合唱を披露し、勝利の女神を味方につけるのはどのク
ラスに？
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[ガチ☆スター天国]
ガチ☆スター天国とは略してガチスタと呼ばれ親しまれているバン
ド・弾き語り・カラオケなんでもありの歌バトルです。毎年、有名
アーティストのカバーや出場者自分自身で作ったオリジナル曲など個
性あふれるハイレベルなバトルが繰り広げられます。見ている人たち
も出場者と一緒に合いの手をしてみんなで一体になりましょう＾＾

[STEP KING BATTLE]
STEP KING BATTLEとは郁文１のダンサーを決めるダンスバトルです。
昨年と同様に予選を勝ち抜いた人が決勝に進むことができ、決勝は課
題曲であるちびまる子ちゃんのオープニング曲である「おどるポンポ
コリン」で踊ってもらいます。毎年白熱したバトルが繰り広げられ見
ている観客側も熱くなってしまいます。ぜひお楽しみください！

郁秋祭企画・運営
エンターテイメント委員会
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H2I 小谷 梨花

SPECIAL THANKS

H3F  小林 理祐生 H3H  佐藤 亜己
H3H  渡邉 雄気 G3C  高田 紬

M C

HH1D 後藤 郁哉 M1D  長島 すみれ

H3B 
H2E 
H2E 
H2H 
H1F 

H1F 
H1F 
H1F 
M3D 
M1C 

桂 遥菜
増田 伊芙希
村田 青空
西村 茜
石鍋 みな美

古俣 海斗
春島 翔也
宮里 柳花(MC)
黒澤 菜月
松田 珈鋭

IBS委員会

神通 宏紀
望月 禅

小竹 竜ノ介
桑森 陽己

H2I
H1C

M3C
M2E

H2I 坂本 恵理（局長）


