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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１２９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｣｢バンド｣等のステージコンテンツ 等々に
精一杯取り組むこと
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：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
今年の起業体験は 初の試みとして起業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「我」には かけがえのない大
切な存在である生徒一人ひとりが 主人公として輝く人
生を送って欲しいとの想いが込められています 郁秋祭
という舞台で 生徒みんなが主人公として輝く“世界一
胸キュン”な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
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実行委員長挨拶

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 委員長
廣瀬 朋美
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2018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 みのゆか
2 AB型
3 タピオカ、もつ
4 ねこ
5 e特の先生たち
6 大好きです。
ありがとう。

⑧
1 えな
2 A型
3 プリン･オムライス
4 ペンギン
5 渡部先生･薮本先生
6 ・・・．

①
1 米メルモ
2 O型
3 肉と桃
4 こぐま
5 母
6 ぜひ見に来てくだ
さい

④
1 こはらみひろ
2 O型
3 えびふらい
4 くま（大型）
5 ラス・プーチン
6 お疲れ様でした。

⑦
1 こなん
2 A型
3 明太子
4 なし
5 D-LOW、ロベカル
6 期待に応えられるよ

うに頑張ります

⑤
1 宮川聖也
2 AB型
3 肉と魚
4 ネコ
5 先輩
6 来てください！

③
1 きむらまさき
2 多分B型
3 みかんゼリー
4 犬（小型）
5 浮雲（東京事変）
6 がんばります

⑥
1 にこ
2 B型
3 全て（白米）
4 牛
5 田中先生･井上先生
6 サッカーやろうぜ

⑨
1 うえのゆう
2 O型
3 いちご・筑前煮
4 カンガルー
5 KEITA先生
6 OP盛り上がって
行きましょう

質問項目
1 名前
2 血液型
3 好きな食べ物
4 動物に例えると
5 尊敬する人
6 最後に一言



西 館 ２ 階
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学校説明会
９月２９日(土) 14:00～
９月３０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２９日の午前中に、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.14のH2社会探究をご覧下さい。

講堂

２１６ [漫画研究会] 漫画研究会
いつもはお絵描きしてわちゃわちゃする謎多き研究会。今年度は、プロの先
生による漫画教室、アートギャラリーでの勉強会等で、イラストレーション
の知識・経験を得た。今年の漫研は何か違う。

２１７ [PC部に来てモクテンと握手！！] PC部
部活動で作ったゲームやパソコンの部品を説明したポスターを展示します。
ゲームはつまらないかもしれませんが、体験後のみなさんの感想でもっと楽
しいものにしたいです。是非来てください。

２１８・２１９ [B-研 Art＆Play展] 美術研究会
私たち美術研究会は各会員の作品を展示します。来ていただいた方にはコー
スター制作やプラ板でキーホルダー作りの体験を無料でお楽しみいただけま
す！是非私たちの作品を見に来てください。
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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！
9月30日12:30～地下１階の音楽室にて軽音Liveを行います。
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
郁文館と言えば郁秋祭。郁秋祭といえば祭。祭といえば金魚すくい。という
ことで今年も金魚すくい、金魚釣り、ヨーヨーつりやります！！すべて「無
料」ですので、お気軽にご参加ください。
運がいいと熱帯魚もGETできるかも・・・？

生物室 [サルマルキングダム] 生物部
今年の生物部の展示は、例年と比べ少し雰囲気を変えた動物園タイプの展示
になっています！！他の学校では見られない、たくさんの種類の動物たちに
触れ合えます！！また、景品(透明標本ストラップ）つきのくじ引きや、動
物探し等色々なことが出来ますので、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、ぜひ来てください！

化学室 [さぁいえんす(Science)をたのしもう！] SBL委員
サイエンスって理科って書いたらちょっと遠慮したくなったりします。 で
も、ほんとうは身近なところにサイエンスは存在するのです！ 小さいころ
に思った『ふしぎなこと』って、いまでは理解できていますか？

物理室 [ガリレオの気持ち] 物理研究会
ピタゴラスイッチ・テルミット反応による鉄の生成・ガウス砲・ロボットの
展示・万華鏡制作などの物理（科学）実験を予定しています。都合により一
部内容を変更することもありますが、ご見学をお待ちしています。
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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作品展] 中学１年生
授業で作成した作品や、夏休みに行った絵地図、自由研究などを展示してい
ます。他にも、０限で実施しているＮＩＥ（Newspaper In Education）も展
示しているので是非ご覧になってください。

１０４ [M２修学旅行] 中学２年生
我々中学2年生は修学旅行で北海道へ行きました。私たちは楽しい思い出だ
けでなく、大きな学びを得ました。本日はその学びや思い出を一生懸命まと
めた物を展示します。ぜひ、Ｍ２まで足を運んでいただき、私たちの成長を
感じてください。

１０５・１０６ [M３展示（卒論発表会・海外研修）]
中学３年生

中学３年生前半のすべてをかけて臨んできた【卒業論文】のプレゼン発表会、
そしてこの夏、ニュージーランド・セブ島でそれぞれ行ってきた【海外研
修】の展示を行っております。彼らのこの半年の軌跡をぜひご覧ください！

12



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。おいしいお茶と和菓子で
皆様をおもてなし致します。2日目（30日）限定です！是非、お越しくださ
い。

２０１・２０２・２０３ [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。

２０６ [鉄道研究部] 鉄道研究部
こんにちは！鉄道研究部では今回、連続テレビ小説『あまちゃん』の劇中に
登場した三陸鉄道をジオラマの中で再現しました。三陸の街並みやリアス式
海岸をお楽しみいただけます。また、運転体験や模造紙展示のコーナーもあ
ります。そして、美味しい駅弁の販売も行っております。

２０７ [カンボジア研修・ボランティア委員合同展示]
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。

２１３ [写真部展示] 写真部
私たち写真部の１年間の記録を作品とともにお楽しみ下さい。

２０８ [中学GL展]
中学校 グローバルリーダー特進クラスがどのような活動をしているか、プ
レゼンテーションや留学報告会などを通じて、みなさまにわかりやすくお伝
え致します。ぜひ、教室をご覧になってください！
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[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。
個別相談ブースはアートゼミとのコラボが実現。ぜひお越しください。

２０４・２０５・２０９・２１０・２１１・２１２

[人間科学ゼミ] 人間科学ゼミ
今年発足した人間科学ゼミのブースです。展示パネルでは有名な心理学実験
を通して心理学の研究についてゼミのメンバーが解説します。また、実際に
様々な場で活用されている、バウムテストという性格診断テストも行ったり、
錯視と呼ばれる現象を利用した作品も展示しますので、是非お越しくださ
い！
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[“カワイイ”×Science]
グローバル高校Global Science Track

私たちグローバル高校Global Science Track（以下GS)では、〝カワイイ〝
サイエンス実験を体験できます♪また、GSクラスの研究を紹介するコーナー、
副担任のロボフォンと会話ができるコーナーもありますので、是非お越し下
さい！！

[Introduction to Taiwan ~台湾を知ろう~]
日本台湾文化ゼミ

「親日」と言われる台湾。では台湾をどれくらい知っていますか？意外と知
らないことが多くありませんか？

16

[stemゼミ活動] stemゼミ
私たちCG、動画班は主にパソコンを使った作品作りをしてきました。メン
バーのほとんどは初心者であり手探り状態でしたが、指導者のない中で私達
なりに動き、形にしようと調べ、話し合い、作品を作り上げました。

[ノクシカタの販売と活動報告] アジアゼミ
私達アジアゼミは夏休中に行ったインド研修の紹介とバングラデシュ直送の
ノクシカタの販売を行います。ノクシカタの売上金は全額、現地の作成者の
方々の手元に渡ります。是非お越しください！

[アフリカゼミ] アフリカゼミ
私達アフリカゼミは、８月にルワンダへ渡航してきました。みなさんはルワ
ンダという国をご存知でしょうか。ルワンダ色に染まったアフリカゼミをぜ
ひご覧になってください。



本 館 ３ 階
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３０３[ポッキーパスタ] レイマールカンパーニ 起業体験
私達の会社は今回ポッキーパスタを作ることになりました。
ポッキーパスタはカリッとヘルシーなスナック菓子系で味はＢＢＱ、コンソ
メ、ガーリック、カレー、チーズ、醤油バターの６種です。
ゼヒキテクダサイ

３０４[クロワッサンアイス～タピオカのせ～]
ワク （わくわく） 起業体験プログラム

みんな大好き！クロワッサンとタピオカとアイスを１つにしちゃいました。
今までにない新感覚とおいしさをお届けします！
”食べたい””気になる”と思った方は、お気軽にワク までお越し下さい。

18

３０６[Genetic Glitter] 夢現コーポレーション
起業体験プログラム

最新ゲームエンジンと美麗な３ＤＣＧで我が社がお送りする、まるでロボッ
トアニメのようなＰＣゲームを店頭プレイやダウンロード販売で提供させて
頂きます。他にも、玩具展示などをお楽しみ下さい。

2
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３０９ [狂いノ館～新たな来客～] 株式会社 遊提
起業体験プログラム

ある日、貴方は見たことのない館に出会います。その館で繰り広げる狂人と
の殺人遊戯。
貴方は、無事に出られますか？
「せいぜい、足掻いて下さい。すぐに消えられるのも、、、退屈なので」

３０７・３０８ [リアル脱出ゲーム] Chara 起業体験
日常では味わうことのできない非日常を提供します。すべての答えを見つけ
れば豪華賞品をプレゼント！

３１０ [ＶＲ] ＶＲアトラクション 起業体験プログラム
今回私達は郁秋祭史上初！ＶＲを使った４Ｄアトラクションを行います。映
像はホラーとジェットコースターの２種類を用意しています。興味のある方
は、ぜひＶＲアトラクションに来てください。さぁ現実世界から仮想世界
へ！！

19

３１１ [モッフル、コーヒー] もふらっく 起業体験
３種類の味があり、味、見た目共に最高のモッフル（もちのワッフル）
自社で淹れたコーヒーと休憩ができる店内、様々なサービスと共に社長、社
員一同、ご来店をお待ちしております。

３１２ [フルーツ☆フロート] ＭＧＡ 起業体験
３種のドリンクとアイスと冷凍フルーツを融合させた新感覚のドリンクその
名も「フルーツ☆フロート」！見た目もかわいくボリューミーで満足してい
ただけることまちがいナシ！！ １５人、笑顔でおまちしています！

３１４[暗闇での食事（体験がメイン）] Blind Restaurant
起業体験プログラム

皆さん！！食べ物の味がほぼ視覚で決まるって知っていましたか？ではその
視覚をふさいだらどうなるでしょうか。メニューはＡ、Ｂ、Ｃセット。何が
でるかは楽しみ、暗闇での食事を体験してみてはいかがですか。

３１５ [パンケーキ、タピオカジュース]
株式会社 虹色パンケーキ＆カラフルタピオカと愉快な仲間たち

起業体験プログラム
お腹が空いた人、インスタ映えしたい人是非来て下さい！！着色料も厚生労
働省の厳しい基準を通った安全なものです！
席も用意してあります♪タピオカジュースは何種類かあります！売上は動物
愛護協会へ募金します。
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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・鞄を格安で販売！
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、手作りコーナーではパワーストーンブレスレットとアロマスプレー
が作れます。

４０１・４０２ [カフェ・スマイル] 後援会
郁文館生徒保護者で開催しています。元気はつらつのスマイルがたくさんあ
ふれるカフェです。
郁文館生徒の体育祭や活動の写真、郁文館のPRメッセージも展示しておりま
すので是非お立ち寄りください。

４１１ [天文研究部] 天文研究会
こんにちは！何年かぶりに活動を再開した天文研究会の発表をぜひ見に来て
ください。お待ちしています。

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？

４１４ [約束のカタチ～人間に恋した猫～] 演劇同好会

29日 30日 夜の路地裏、１匹の猫が人へと姿を変える・・・。
11：00～ 11：00～ 甘く切ない青春の１ページをあなたへ
13：00～ 13：00～ 続きは414号室まで！部員一同お待ちしております！
14:30～

22



グ ラ ウ ン ド
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② [やきそばクレープ] クレそば 起業体験プログラム
お腹が空いた人や文化祭で少し変わった商品を食べてみたい人はぜひやきそ
ばクレープを食べに来て下さい！
新感覚とおいしさでみなさんを満足させます。グラウンドで待っています！

① [餃子ピザ] Chaozu pizza 起業体験プログラム
我が社では３種類の餃子ピザを用意しています。満足感のあるオニオンソー
セージ、シーチキンコーン
甘い物が欲しい人にはチョコバナナがあります。ぜひご賞味下さい。
グラウンドにて皆様のご来店をお待ちしております。

③ [焼き鳥] チキング 起業体験プログラム
美味しい焼き鳥を食べたいですか？それなら、チキングへお越しください。
お肉の種類はもも、かわ、ネギま。味は塩とタレ。さらにお好みでレモン、
七味、ハバネロソースをかけ、自分好みの味にアレンジできます！

④ [メガタコ] たこ吉 起業体験プログラム
私達が提供する商品(メガタコ)は品質と安さを追求しております。この商品
の最大の特徴は、標準のたこ焼きの約４倍の大きさがあることです。１個買
うだけで大きさや満腹感などに満たされることと思います。

24



⑥ [ピザボール] Lays company 起業体験プログラム
Lays companyでは、ピザボールというピザ風たこ焼きを販売します。
ターゲットは、性別、年齢を問わず、郁秋祭にきた全てのお客様です。
興味のある方はぜひぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか！

⑤ [わたがし] わた 起業体験プログラム
わたがし、わたがし！プチチョコ、ラムネ、パチパチキャンディーをトッピ
ングしたわたがし！
さらに８種類あるよ！イチゴ・ラムネ・マンゴー・コーラ・グレープ・バニ
ラ・メロン・レモン！きてね！
れんとゆりより！

⑦ [ふりふり唐揚げ] 高原商店 起業体験プログラム
髙原商店の魅力は歯ごたえしっかり、肉厚十分な唐揚げが楽しめるところで
す。
１０時～１１時、１４時～１５時の購入時にじゃんけんを行います。勝つと
唐揚げがプラスされるのでぜひ来て下さい！

⑧ [チーズドッグ、トッポギ] 株式会社Ｓ＆Ｒ 起業体験
私たちの会社はチーズドッグとトッポギを作ります。
チーズドッグを食べたことある人もない人もトッポギを食べたことがある人
ない人、魅味がある人は是非お越し下さい。
韓国好きな方もお越し下さい！待ってます！
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⑩ [トルティーヤ] クリティーヤ 起業体験プログラム
メキシコの伝統食、トルティーヤとおいしいドリンクを販売しています。小
腹がすいた方、おいしいジュースを飲みたい方はぜひお越しください。とて
も優しい店員さん達です！

⑨[自然薯のミックス焼き] 株式会社Ｗ・Ｗ・Ｙ 起業体験
自然薯は山芋の一種で、里芋や長芋に似ています。しかし、カルシウム、鉄
分、ビタミンなど栄養価がとても高いです。しょうゆ、みそ、明太子の３種
類の味付けで焼いています。ぜひ食べに来て下さい！

⑪[ナイジェリア風チキンステーキ] たかき 起業体験
我が社の商品はナイジェリア風チキンステーキです。カレー風味の良い香り
でとてもジューシーなお肉です。
外国の物に興味がある方やお肉が好きな方はぜひいらしてください。

⑫ [焼きサンドイッチ] 株式会社 ＱＪＱ 起業体験
焼きサンドイッチです！肉とキャベツとチーズが入っているボリューム満点
の商品です。味は３種類あります。持ち歩きも出来ます！昼食を食べたい方
や、ガッツリ食べたい方などぜひお店まで来て食べて下さい！
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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予選を行います。予選を
勝ち抜いた各学年１組と特別枠の計4組により決勝が行われます。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＾＾

《SPECIAL GUEST》
ガチスタの前身であるバンド
バトル、その初代王者である
『レジェンド恩田』が今年の
ガチスタの審査員として登
場！スペシャツライブも企画
しているので乞うご期待！

[IKUBUN Dream Collection]
Ikubun Dream collectionとは、デザイン、メイク、モデルすべてを郁
文生がプロデュースして郁文１のファッションリーダーを決める
ファッションショーです。
プロのパリコレの方にウォーキングレッスンなどをしてもらい、完成
度の高いものとなりました。
ステージに立ったモデルたちはとてもきらびやかで艶やかな世界に連
れてゆく事でしょう。

[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
題曲である星野源さんの「ドラえもん」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！
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地下ステージ
スケジュール

９月２９日（土）

9:00～ オープニング
9:30～ 郁文中学音楽祭予選
11:00～ ブラスバンド部ステージ
12:00～ 書道部ステージ
12:20～ ガチ☆スター天国

★協賛企業インフォマーシャル①

29

９月３０日（日）

9:00～ オープニング
9:30～ IKUBUN Dream Collection

★協賛企業インフォマーシャル②
10:30～ STEP KING BATTLE

★協賛企業インフォマーシャル③
11:30～ チアリーディングステージ
12:10～ ダンス部ステージ
12:30～ 郁文中学音楽祭決勝
13:30～ I’nation

郁秋祭企画・運営
エンターテイメント委員会

H2H

H1H

H1I

G1C

桂 遥菜

佐藤 愛佳

神通 宏紀

松本 あまね

H1B

H1I

G1B

M1C

西村 茜

小谷 梨花

阿部 滉之

君塚 菜々佳
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委員長 H2C 廣瀬 朋美

SPECIAL THANKS

デザイン・制作 H2H 小林 理祐生

M C H1I 飯島 礼弥

エンタメOGの皆様


