
前夜祭

みんな本当にお待たせ。

榴の1年で最も盛り上がる2日間が始まります。

音楽部の皆さんによる楽しさあり感動ありの合唱・合奏、

ダンス部の皆さんによる最強・最高のパフォーマンス。

全員で盛り上がっていきましょう！！

一祭合祭

今年もあるぞ部活動対抗リレー！

　進化したリレーで盛り上がること間違いなし。

　クラス対抗は男女共に恥を捨てたもん勝ちの

ガチンコ対決。

　学年トップをつかんで豪華景品をGetしてください！！

後夜祭

今年の後夜祭は全員で盛り上がれ！

　有志の歌でうっとりするのもアガるのもよし！！

　フィナーレで全員で暴れるのもよし！！

　最後は全員でパリピになるしかない！！！

プログラム
9月2日(金)

前夜祭
	 〜	 8：30	 登校
	 8：40〜	 8：55	 礼拝
	 9：00〜	 	 移動（体育館第１アリーナへ）
	 9：30〜	 9：40	 オープニング
	 9：40〜	10：00	 PASSION16（音楽部）
	10：00〜	10：30	 出店アピール
	10：40〜	10：55	 実行委員企画ムービー
	11：10〜	11：35	 LEGACY	color	stage（ダンス部）

9月3日(土)
一祭合祭

	 〜	 8：30	 登校
	 8：40〜	 8：55	 礼拝
［一般公開］
		9：30〜
［中　　庭］
	 9：45〜	10：45　今しかねぇ！　見せろ団結力　　　　　　　　	
　　　　　　　　　	部活動対抗リレー
	10：45〜	11：00	 君に届け	 	 	 　
11：05〜	11：50	 クラス対抗
　　　　　　　　　	早い棒決定戦（男子）
　　　　　　　　　	TTJ	GIRLS	ARMS	COLLECTION（女子）
［武道館］
	12：30〜	 	 合氣道演武会
［音楽室］
	①10：00〜	 	 音楽部コンサート
	②12：30〜

後夜祭
［グラウンド］
	15：00〜	15：10	 結果発表
	15：15〜15：45	 歌うたいが歌うたいに来て	歌うたえというが	歌うたいが
　　　　　　　　　　　　　　　		 	歌うだけうたい切れば	歌	うたうけれども	歌うたいだけ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	
　　　　　　　　　　　　　　　　	歌うたい	切んなくても	歌うたう2016

	15：45〜	 　	 フィナーレ

　

※雨天時
　体育館

※雨天時
　体育館

イラスト：3年G組　小関 柚香

一般公開

2016年9月3日（土）
9：30～

第48回 榴祭第48回 榴祭
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会場案内図

校長　湯本　良次
　今年も榴祭の季節がやってきました。第48回のテーマは「一祭合祭」
に決まり、生徒会執行部と榴祭実行委員会が協力して準備をすすめて、
ようやく今日の日を迎えました。心よりおめでとうございます。
　さて、今年のテーマ「一祭合祭」は四字熟語の「一切合切」を模倣し
た造語です。既に多くの大学や専門学校、高校の文化祭で多用されてい
る言葉です。榴ケ岡高校の学校祭では祭り一色になるのでしょうか？ 

　実行委員会がこのテーマに決めた理由に、「一が１人の意味であれば、
合はクラス全体、一がクラスなら、合は学校全体」というように、一人
ひとりの力がまとまれば、全体として大きな力になることを意味してい
ます。クラスごとの出店、部活動の出店等が学校全体の力になり、そ
れが社会全体の大きなちからになります。ラグビーの言葉に「One for 
all,all for one」があります。知っている方も多いともいますが、一人一
人が自分自身の役割を把握し、それを果たした上で全体のことを考える
ことが意味です。それは個々人の自律の上に成り立つ、相互補助の関係
です
　榴祭を通して、一人ひとりが自分の役割を果たし、自己の成長と全体
の成長を考えた行動が出来るよう期待します。

　最後に榴祭の準備にあたってきた生徒会長の青栁洸太君はじめ生徒会
執行部の皆さん、榴祭実行委員長の伊藤啓弘君を中心とした榴祭実行委
員の皆さん、そして奨学会役員の皆さんからのお袋の味あふれる芋煮、
榴ケ岡同窓会の方々からのホットドッグおよびジュースの無償の提供を
頂きましたことに感謝し、「TEAM榴」に繋がる多くの方々の応援をい
ただきましたことに感謝申し上げます。

生徒会長　青栁　洸太
　みなさんこんにちは！今年も榴祭の時期がやってきました！私達生徒会
執行部はこの日のために実行委員長伊藤啓弘率いる榴祭実行委員会を全
力でサポートしてきました。今年のテーマ「一祭合祭」にのっとり、お祭
り気分ではっちゃけましょう！
　榴祭の魅力と言えばなんといっても信じられないほどの値段の安
さ！すべて１００円以下になっています。お子さんから大人まで楽し
める榴祭、最後まで一緒に楽しみましょう。

実行委員長　伊藤　啓弘
　みなさんこんにちは！実行委員長の伊藤啓弘です。皆さんが待ちに
待った榴祭がいよいよやってきました。第48回である今回のテーマは

「一祭合祭」です。このテーマをもとに、全校生徒全員が一つになって
楽しめるような祭りになるよう、実行委員一同汗と涙を流しながら全
力で頑張ってきました。
　何といっても今年の実行委員は一人ひとりの個性が強く、いい意味
でクセまみれな学校祭になること間違いなしです！
　私たちと一緒に、榴祭の思い出を青春の１ページに刻み、楽しい２
日間にしましょう！！

挨　拶 ① LEGACY
 color stage ダンス部 先生も生徒も保護者も、ご来場の方々みんなが楽しめる

ようなステージにします。

② 茶織 家庭部 和の心、日本の心を味わってみませんか？特別教室２に
てお待ちしています！

③ 榴ケ岡同窓会 榴ケ岡同窓会 ホットドッグ、ラムネを無料で提供します。榴ケ岡の歴
史を写真で公開！

④ チュッ チュッ 
チュロス♡ ３年Ｆ組 イチゴ。チョコ。シュガー。おいしいチュロスが可愛ら

しい色にいろどられています！！

⑤ あーめん ３年Ｅ組 男クラで果物アメを女装して出店します。そういうのに
興味がある方はどうぞおこしください♡

⑥ くれーぷや
しゃん ３年Ｈ組 こんにちは～♡私たち３Ｈは３種類のクレープを可愛い

メイドが売っていましゅ♡まってま～しゅ♡

⑦ バンバン射的 １年Ｃ組 100円で射的に挑戦できます！皆が大好きな駄菓子な
どの色んなお菓子が景品になっています！

⑧ photo 2016 写真部 部員渾身の作品を展示します。無料記念写真サービスも
行います。是非来て下さい！

⑨ お前らのオアシス ２年Ｇ組 お前ら知ってるか…。この榴ケ岡高校には幻のオアシス
がある…。知りたければここに来い！

⑲ たません ３年Ａ組 中庭で新感覚のお好み焼き作ります！関西に行ったこと
がない人はぜひお越しください！！

⑳ 一鳥一炭　feat.
焼き鳥ンドル ３年Ｇ組 中庭でアツ～いヤツらが美味～い鳥ンドルを売ってま

す！あなたは塩鳥ンドル派？タレ鳥ンドル派？

㉑ ～Un fruit 
Café～ ３年Ｄ組 22人の男の子達が愛情込めておいしいジュースを作り

ます♡カスタマイズ自由◎お好みを見つけて！

㉒ フロート
ファクトリー ３年Ｂ組 機密製法によって造られた多種多様な清涼飲料水にアイ

スをのせたフロート。数量限定。お早めに。

㉓ STIRBUCKS 
COFFEE ３年Ｉ組 某カフェのような○○ペチーノを店長と菊池先生の愛情

を込めてお客様にお届け致します♡

㉔ ＭＯＮＳＯＯＮ ２年Ａ組 季節に合った料理（パンケーキ）をメインとしたお店で
オシャレな雰囲気です。ぜひ来てね。

㉕ ペンギン
チュロス ２年Ｂ組 手軽に食べられるチュロスをお手軽な値段で！頭も明る

い先生と、明るい笑顔でお待ちしてます♡

㉖ まさ屋
～君に決めた～ １年Ｆ組 まさ屋では、駄菓子と飲み物を低価格で売っており休憩

に最適です。ぜひ寄ってみてください。

㉗ 本部 榴祭実行委員会 榴祭実行委員会はここにいます！何かわからないことが
あったら聞きに来てね☆

⑩ 規子ちゃんの
パンケーキ!! ２年Ｆ組 榴Ｎｏ．１のパンケーキをぜひご賞味あれ！看板娘の規子

ちゃんがみなさんをお待ちしています。

⑪ とぅとぅとぅ
駄菓子屋 １年Ｂ組 楽しい駄菓子屋の美味しい駄菓子はいかが？ 10円～販

売中！とぅとぅとぅのリズムで遊びに来てね☆

⑫ ふりわたあめ ２年Ｄ組 え⁉ 2Ｄのアイドルふ○○○君！？あ、わたあめか。と
いうくらい可愛いわたあめ置いてます。

⑬ Café：grow 
thick ２年Ｃ組 祭で疲れたら、一度立ちよってゆっくりしていって下さい。

⑭ Music Live 
2016 音楽部 今年は午前と午後の２回同じプログラム！！バンド有、

合唱有の音楽部らしさを追求したステージです！

⑮ パッピンス
（팥빙수） ３年Ｊ組 氷の上にフルーツが乗った新感覚デザート！文化祭とは

思えないクオリティの高さ☺ぜひ来てね！

⑯ 食ってけ！
フランク ２年Ｈ組 みんな大好きフランクフルト！私たち2年Ｈ組が丹精込

めて焼きます！食ってけフランク！！

⑰ ３、Ｃ、Ｆ、Ｏ ３年Ｃ組 一度は食べたことのある日○の焼きそばを丹精込めて作
ります♡中庭でまってるね。待ってる…。

⑱ 「芋煮屋」
おかあさんの味 奨学会 いも煮が皆さんをお待ちしております。気軽に来て下さい！

㉘ 金魚センター
マツキヨ　松本の森 １年Ｅ組 可愛い金魚ちゃんと一緒に榴祭を楽しみたいそこのあなた

‼ぜひ、Ｅ組の教室までお越し下さい‼

㉙ 昌子の部屋 １年Ａ組 店名は某番組のパクリ。飲み物・お菓子あります。涼し
い部屋でゆっくり休みませんか？

㉚ 呪われた学校 １年Ｄ・Ｇ組 榴祭に御化け屋敷がドロンと参戦⁉私たちの考えた最恐
の御化け屋敷でショック死だけは避けてくれ（笑）

㉛ 的屋 １年Ｈ組 撃って撃って撃ちまくれ！！一回50円で、誰でも参加
できます。皆さん奮ってご参加下さい。

㉜ すごＥなおひろ
のかき氷 ２年Ｅ組 Ｅ組の総力を結集した、すごＥかき氷です！榴祭で１番

目立つお店にします！かき氷をめしあがれ♡

㉝ 榴書店2016 図書委員会 今年のテーマは「本で世界一周！」です。この機会に本と
の素敵な出会いを！！

㉞ ART・
EVOLUTION 美術部 美術部による芸術の進化！（笑） ぜひ観にきてください！！

㉟ 合氣道 演武 合氣道部 他の学校にはあまりない合氣道部。少しでも興味を持った
ら見に来るべき！待ってます！

㊱ 天文台一般開放 物理部 天体観測について説明を行います。晴れていれば太陽を
大型望遠鏡で見てみましょう。


