


201８年度 創造祭 参加一覧 

 

ステージ部門  体育館 2 階（８クラス・３クラブ参加） 

 

小劇場部門 場所：視聴覚教室（２クラス・１クラブ参加） 

団体名 タイトル 内 容 上 演 時 間 

２－２ TOY STORY 
友情がメインの「TOY STORY」 

2-2 オリジナル Ver 
10:00～10:30 

２－４ 裏島太郎 
2-4 らしい 

オリジナルストーリー 
10:40～11:10 

演劇部 HELP 
個性的な女子高生達が自分

達の過去と向き合う！ 
11:20～11:50 

 

 

 

 

 

 

団体名 タ イ ト ル 内 容 上演時間 

３－３ 
竹取物語 

～ポンコツ君にはだまされない～ 
かぐや姫のパロディーストーリー!! 9:15～9:40 

３－９ 「ハイスクール○○」 
人生最後の晴れ舞台！ 

咲かせてみせよう LOVE&PEACE 

9:50～10:15 

３－４ 天使にラブソングを 
あの有名な洋画のショートVer!! 

ジャズ歌手が修道院に革命を起こす!! 
10:25～10:50 

３－２ 全部雪のせい ディズニー・ピクサー劇団レリゴー最新
作!!「アナと雪の女王」のパロディ 

11:00～11:25 

３－６ IPPONグランプリ 
笑うつもりで来て下さい。最高のエンタ
ーテイナーが最高のパフォーマンスで
エブリワンをワンダフルにします 

11:35～12:00 

昼休憩（12:00～12:25） 

男子ダンス

同好会 布施高校男子ダンス同好会 
ダンス・音・映像のハイブリット！
昨年より進化したダンスや映像を

ぜひ見に来て下さい 
12:25～12:40 

２－３ 小人のくつ屋さん 老婦人と小人の愛の物語 12:45～13:10 

２－７ 
シンデレラ 

～どうなる!?三角関係～ 

笑いあり、涙あり、身分の差をこえた 

純愛LOVEストーリー(関西弁Ver) 
13:20～13:45 

３－５ イケメン（仮）パラダイス ～勉強ざかりの君たちへ～ 13:55～14:20 

ダンス部 輝け☆28人の舞姫たち！ みんなで盛り上がろう!! 14:30～14:55 

吹奏楽部 吹奏楽の世界へようこそ 
ジャズやジブリから 

最近のJ-POPまで!! 
15:05～15:30 



展示・映像部門 （９クラス・３クラブ（同好会含む）参加） 

 

中庭ステージ （３クラブ・有志 2 団体 参加） 

時 間 グループ名 内 容 

Ｆ-１グランプリ（ダンス、歌）、クラブによる発表 

９:30～

9:55 
舞姫 72th ダンス 

10:10～

10:30 

【アコギ同好会】 

ギター弾き語り 
アコースティックギターによる演奏 

10:40～

11:00 

【放送部】 

出張Ｆラジ 

早口言葉大会 

５クラブによる早口言葉大会 

優勝を決めるのはあなたの拍手 

11:10～

11:30 
石山 周 アコースティックギターで弾き語り 

12:00～

15:00 
軽音楽部 Ｆ-１終了後、バンドによる発表 

 

 

 

 

団体名 テーマ・題 内 容 会 場 

１－２ それいけ！逃亡者 『逃走中』アンパンマン Ver ２－２ 

１－４ 映え萎えランド 
教室を半分に区切ってインスタ映

えをする場所を作りました!! 
２－７ 

１－６ トモダチ 
ホラー 

影から逃げる 
２－２ 

１－８ 
SHITTO 

～それが見えたら終わり～ 

嫉妬の恐怖に打ち勝ち、真実の愛

を手に入れろ。ホラー脱出ゲーム!! 
２－３ 

２－１ うちらの青春 
青春爆発!! 

みんなで作ったミュージックビデオ!! 
２－２ 

２－９ 
恐竜と一緒 

～ダイナソーパニック～ 

あの日見た恐竜の名前を僕達は 

まだ知らない。 
２－１ 

３－１ ちぇるちぇるランド 
縁日 

みんなが楽しめる最高の場所 
２－５ 

３－７ 
クイズ理アド 

～半端ないって～ 
クイズで脳の老化を防ごう!! ２－４ 

３－８ インアドグラム 
写真スポット 

素敵な写真が撮れます!! 
２－６ 

写真部 展覧会 
個人のスペースを設け、テーマ

に沿って展示しています 
２－８ 

書道部 書道部作品展示 部員の合作を展示しています ２Ｆ東渡り廊下 

数学研究会 Math Communication 
数学を楽しもう！ 

久しぶりに算数しませんか？ 
２－９ 

ポスター 

コンクール 
各団体のテーマ 展示コンクール 

正門から玄関前 

（投票箱は玄関前） 



バザー部門（７クラス・3 クラブ参加）食品バザーは 11 時～14 時(ラストオーダー)です！ 

団体名 テーマ 内 容 会 場 

１－１ ニンテンドー写真館 
ＳＮＳ映えする見るだけで 

楽しいニンテンドーの世界！ 
３－３ 

１－３ Disney ミッケ！ 
校舎中の 

ディズニーキャラを探せ！ 
３－４ 

１－５ イチゴセンターモモコ 
ゲームセンター 

中野桃子(先生)Ver 
３－５ 

１－７ ミニオンの秘密基地 
40 匹のゆかいなミニオン 

大集合!! 
３－６ 

２－６ 沖々神社 平成最後の恋、始めませんか？ ３－７ 

２－５ 打ち上げカステラ 
下から食うか 

横から食うか 
３－１ 

２－８ たまののちから 
西海岸をフランクフルトが 

占領！！！ 
３－２ 

美術部 美術部バザー&プラ板体験 
ポストカード・ハンドメイド品売

っています!プラ板でストラップ

を作ろう! 

バザー： 

２Ｆ渡り廊下 

プラ板：美術室 

茶道部 お茶会 
テーマは『清涼への先駆け』 

お暇があればぜひお立ち寄り

ください 

作法室 
12:00～15:00 

漫画研究部 MANKEN MART 
部誌・ラミネートカード・ポスト

カード・缶バッジ・シールの販売 
３－８ 

≪金券の払い戻し≫ 
・当日券：9 月１日（土）9:00～15:30  （受付テントにて） 

・前売券：９月５日（水）16:10～16:55 

7 日（木）・ ８日（金）15:10～16:00（被服教室にて） 

 

特別共催 
団 体 名 内   容 会  場 

布施高校ＰＴＡ 
物品バザー 3―9 

飲料＆パン 玄関下テント 

食 堂 
食堂での販売 食堂 

中庭での販売 中庭東側 

※ 食堂でも金券は使用可能です！ 

 

注意事項 

・校内では２足制です。必ずスリッパ等の上履きをご用意ください。 

・校内は禁煙です。ご協力下さい。 

・校内では係の生徒・教職員の指示に従って下さい。 

従っていただけない場合は退出していただきます。 
 

  今年も創造祭がやってきました。 

各クラスが協力して作り上げた劇に、映像に、食品に・・・ 

           どうぞ楽しんでいってくださいね！！ 

201８年度 布施高校 前期自治会執行部   
 


