
９月７日（土）入場受付開始８：４５、企画開始９：００、最終受付１４：００、退場１４：２０ 

 

201９年度 創造祭 参加一覧 
 

ステージ部門  体育館 2階（９クラス・３クラブ参加） 

 

小劇場部門 視聴覚教室（３クラス・１クラブ・１教員参加） 

団体名 タイトル 内 容 上 演 時 間 

２－１ アナと雪の女王 ２０分でわかるディズニー映画 10:00～10:30 

２－４ 赤ずきんちゃん in 2019 
みんな知ってる『赤ずきんちゃん』

が現代風になって帰ってきまし

た！ 

10:30～11:00 

２－５ 
ＵＲＡＳＨＩＭＡ 

～愛の｜a｜ベクトル～ 
愛．．．それは生きること 11:00～11:30 

演劇部 フセミゼラブル 
レ・ミゼラブルに憧れる女子高生

のお話です。戦う者の歌が聞こえ

るか♪ 

11:30～12:00 

川端先生 
イヌの話 

―オールビー『動物物語』より― 

殺処分寸前の野良犬が、人間の魂

となって語る、ひとりの人間と一

匹のイヌの物語 

12:00～12:30 

 

団体名 タ イ ト ル 内 容 上演時間 

吹奏楽部 We are Fuse Brass 
米津玄師メドレーなど皆さんがよ
く知っている曲を演奏します！！ 

9:00～9:15 

３－７ 美女と野獣 
理アドが贈る“The王道LOVEス

トーリ”～真実の愛～ 
9:25～9:45 

３－８ リトルマーメイド 
エリック王子に恋した人魚アリエ
ルは果たして幸せになれるのか 

9:55～10:15 

３－５ Limited Friends World 
友人の数を限られた世界 

脚本完全オリジナル！ 
10:25～10:45 

３－６ 白雪姫 
３年６組名物！！真紅の毒リンゴ

はいかが？？ 
10:55～11:15 

３－４ ビリヤン 
恋がヤンキーの進路を変える！？ 

ドタバタ受験ラブコメディ 
11:25～11:45 

男子ダンス

同好会 舞姫と彦星の天の川 Hip hop 

～星の数ほどビートがあるよ～ 

総勢５４名によるかっこいいダン
スを踊ります。ぜひご覧あれ！ 

11:55～12:25 

ダンス部 

３－３ 不思議の国のアリス みんなで仲良く不思議の国へ 12:35～12:55 

３－２ 走れよ、メロス 
教科書でおなじみ「走れメロス」 

３－２オリジナルストーリー 
13:05～13:25 

３－１ シケ-１グランプリ 笑うことだけがお笑いの全てか？ 13:35～13:55 

３－９ Aladdin 

愛と勇気が王国をすくう！！ 

３－９がおくる正真正銘のエンタ
ーテイメントショー！ 

14:05～14:25 



展示・映像部門 （１０クラス・４クラブ（研究会含む）参加） 

 

バザー部門（３クラス・3クラブ参加）食品バザーは１０：３０～１３：３０です！ 

団体名 テーマ 内 容 会 場 

１－１ 縁日 
楽しい楽しいお祭りだーい 

夏の思い出をつくろうぜ！ 
３－１ 

２－３ 紺田製麺 
ゆでるだけとは言わせない紺田製麺

（うどんの販売） 
予備室Ｆ 

２－６ ポテリシャス 
元コンビニ店員の担任率いるＨＯＴ

なデリシャスポテトをへいおまち！ 

（フライドポテトの販売） 
１－２ 

美術部 美術部バザー 

★バザーでポストカード、アクセサリ

ー等を販売します。 

☆ワークショップではプラバン体験

を実施します。 

★２Ｆ渡り廊下 

☆美術室 

茶道部 秋麗 
浴衣ＪＫがおもてなし！快適なお茶

室で和みませんか？お茶とお菓子で

癒しのひとときを…♪ 

茶道室 
10:00～14:20 

漫画研究部 みんなで楽しく描く 
部誌、ポスカ、ラミカ、缶バッジ、シ

ール等の販売 
３－２ 

 

団体名 テーマ・題 内 容 会 場 

1－２ 
スパイダーマンの 

スパイダー迷路 

舞台はＮＹの迷路。君はここから抜け

出せるか！？もしかしたらどこかに

スパイダーマンがいるかも…？ 
１－５ 

1－３ 今日から僕は！！ 
（映像）「今日から俺は」 

のリメイク版 
３－３ 

１－４ カルピスソーダ 
（映像）とある高校の伝説に基づく

お話！！１－４オリジナル！！ 
３－４ 

１－５ 非リアからの脱出 
謎を解いて幸せを掴もう！（リア充

も大歓迎） 
３－７ 

１－６ King ∞ Joker ∞ Night 
ランキング形式でカードゲームな

どが楽しめます 
１－４ 

１－７ １年A 組 
（映像）３年A 組のパロディ。ドラ

マとトイストーリーのＣＭです 
３－５ 

1－８ ウォーリーを探せ！ 

有名な絵本「ウォーリーを探せ」 

を１年８組で再現！校舎内のウォー

リーをみんなで探そう！ 

１－６ 

２－２ ウルトラマンＤＡＳＨ 
（映像）バカッコイイ日常を映像で

お送りします 
３－６ 

2－７ Dejab 二人一組で行く新体験おばけ屋敷 １－３ 

２－８ フセタカ 秘宝発掘ツアー 
秘宝をＧＥＴすべく遺跡に仕掛けられた

様々な謎を解き明かし、遺跡から脱出せ

よ！！ 
３－９ 

数学研究会 Math Communication 一緒に算数しませんか？ １－７ 

書道部 布施書道展 有名な漢詩を筆文字で！！ 
本館と北館の 

２Ｆ東側渡り廊下 

写真部 写真展 
部員が撮影してきた写真を展示す

る。 
３－８ 

保健委員会 
調べる！備える！身を守る！ 

―地域のスクラム防災展示― 

防災に関する展示です。α化米の試

食もあります。 
保健室 



≪金券の払い戻し≫ 
・当日券：9月 ７日（土）9:00～14:20  （受付テントにて） 

・前売券：９月１１日（水）16:20～16:55 

１２日（木）15:30～16:30（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 予備室Ｃ 

体育祭写真スライドショー 

（ＰＴＡ広報撮影） 

１－８ 

（写真撮影はご遠慮下さい） 

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！※ＰＴＡバザーは現金・金券両方可 

※体育祭写真展示は６日（金）もあります。 

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！！ 

201９年度 布施高校 前期自治会執行部   
 

 

中庭ステージ （２クラブ・有志５団体 参加）雨天時：本館４Ｆ音楽室・視聴覚室 

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 

13:00～

13:20 
Boo Bee Ban（有志） カラオケ 

14:20～

14:35 
SET-F（有志） バンド 

14:35～

15:00 
Saag（有志） バンド 

15:10～

15:40 
舞姫 73期（有志） ダンス 

 文芸愛好会（有志） 宣伝 

   

9:00～

9:30 

アコースティックギター 

同好会 
演奏 

9:30～

14:00 
軽音楽部 演奏 

          ※有志は 9月 6日（金）のみ、同好会・部活動は 7日（土）のみとなります 


