


２０１４年度 創造祭 参加一覧 

 

展示・映像部門（９クラス参加） 

 

バザー部門（６クラス・２クラブ参加） 
団体名 テーマ 内 容 営業日 会 場 

２－１ TATOO タトゥシールの販売 両日 ３－５ 

２－２ 
梅ちゃんとお花畑 

      ～中村屋～ 
花かんむりの販売 両日 ２－４ 

２－３ 胃袋鷲掴味 
フランクフルト 

オリジナルピザを販売 
6 日 ３－２ 

２－４ なんちゃって焼き メニュー豊富なたこ焼きを販売 ７日 ３－３ 

２－６ わっ Pulu Pulu♡Ball 
ワッフルボールの販売 

（プレーン・チョコ・抹茶） 
６日 ２－２ 

２－９ 
due-nove  

～ドｩ-ｴ･ﾉｰｳﾞｪ～ 

美味しいラスクを作って 

お待ちしています！ 
７日 ２－３ 

美術部 布施高美術館 
作品展示・お面・ストラップ・バッチ・

イヤリングやポストカードの販売 

お面やストラップの手作り体験 
両日 

２Ｆ玄関 

美術室 

茶道部 まったり茶屋 お茶会 両日 作法室 

漫画研究会 まん☆けん 部誌・ラミネートカードの販売 両日 ３－９ 

団体名 テーマ・題 内 容 会 場 

１－１ 黒雪姫 白雪姫の男女逆転ストーリー！ ２－５ 

１－２ バカッパラート＆ANNPANMAN バカッこいい,パラパラムービー ２－５ 

１－３ それゆけ！ 愉快な仲間たち 
あいうえおんがく PV 完コピー・CM

ハイスクールミュージカル ２－５ 

１－４ 『４くみ TV』～小さなキセキ 大きなキズナ～ 映像 ２－６ 

１－５ るろうに土井ちゃん 
主人公がタイムスリップ 

した女の子を助けるお話 ２－６ 

１－６ 
人の笑顔とかけまして夢とときます 

その心はどちらも∞です。     ～楽に LAUGH～ 
映像 ２－６ 

１－７ We Tube 映像 ２－７ 

１－８ G T K 映像 ２－７ 

１－９ NEWS～９～ ビデオ上映 ２－７ 

書道部 筆文字メッセージ「想い」を伝える 書道作品展示 ２F 西渡り廊下 

写真部 ホット・ふぉと 写真展示 ３－８ 

放送部 FBS 放送局 企画 PR と音楽 食堂 

家庭科 

授業の成果をご覧ください 

作品展示 
本館１F 

被服教室前 

３年 

選択授業 
映像・展示 ３－４ 

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） 



金券の払い戻しは、 
・一般来校者 ９月 ６日 1２:00～16:00 ９月７日 9:２0～14:00 （受付テント） 

・本校生 ９月１１日（木）15:30～16:00 ９月１２日（金）15:30～16:00（被服教室） 
 

小劇場部門 場所：視聴覚教室（３クラス参加） 

団体名 タイトル クラスのテーマ 上 演 時 間 

２－８ 新喜劇 Love story はうどん屋で ９/６ １4:０0～14:３0 

２－５ 
「好き」が重なるとき 
～動き出す２つの歯車～ 

青春ラブストーリー ９/７  ９:５0～1０:２0 

2－７ 7 組だよ,全員集合！ 中納言とチラ見くん ９/７  10:３0～1１:00 

 

中庭（中庭ステージ） 
軽音楽部 The 軽音楽部 バンド出演 両 日 

 

ステージ部門  体育館 2 階（９クラス・３クラブ） 

 

団体名 タ イ ト ル クラスのテーマ 上演時間 

３－２ 美女と野獣 
人は見かけで判断できない 

愛のすばらしさ 

６ 

日 
土 

13:00～13:30 

３－６ エルサとチョコレート工場 吹雪の中のひとつの愛 13:40～14:10 

３－９ 走れメロス 友情の大切さ 14:20～14:50 

３－７ 
ベンジャミン桃太郎 

～数奇な人生～ 
正義とは一体何なのか 15:00～15:30 

３－１ ウィック･ド･ウィッチ 備えあれば憂いなし 

７ 

日 
日 

9:10～９:40 

３－５ B選な私と面喰いな僕 色々な愛の形がある ９:50～10:20 

３－８ ガリレオ 失踪る アイロニー 10:30～11:00 

３－４ オーマイゴッド！ 助け合いの心が大事 11:10～11:40 

３－３ ごくせんon the stage No family No life 11:50～12:20 

演劇部 神に願いを はい。願い、承りました。 12:30～13:00 

吹奏楽部 
４８人はフセブラス 

～お聴きにこないとおしおきよッ☆～ 
心に響く演奏を！！ 13:10～13:40 

ダンス部 舞姫 2014～我らが噂のFDC～ 
みんな１つになって 

楽しみましょう！ 
１3:50～14:35 



Ｆ-１グランプリ（お笑い） 中庭ステージ（雨天 視聴覚） 
時間 9 月７日（日） １１：３０～１２：００  

グループ名 

（順丌同） 
① 笑びもち 

② ハーフ 

ブラックス 
③ つぶがい ④ ムーミン・トロール 

 

Ｆ-１グランプリ（有志バンドとダンス） 中庭ステージ（雨天 視聴覚） 
グループ名 ６日（土） グループ名 ７日（日） 

Intrusion 12:30 
～ 

13:00 

きゃすぴー☆ 9:30～9:50 

Eternal ｍemories C.boys 10:30～11:00 

ターゲット 1900 13:30 
～ 

14:00 

Piano man 1２:３0 
～ 

１３:００ 2013 舞姫 山室じゃいあんつ 

SAORINGOTIMUTIMU 14:30～15:00 あばんどん 13:00～13:15 

 

特別共催 
団 体 名 内   容 会  場・開 催 日 時 

布施高校ＰＴＡ 喫茶店と物品バザー 

喫茶：3-6 9 月７日 10:00～14:00 

物品バザー：3-7 9 月７日 10:00～14:00 

飲料&パン&マフラータオル：玄関下テント 両日 

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・・・ 

    ２日間にわたる創造祭。どうぞ楽しんでいってください！！ 
 

 

２０１４年度 布施高校 前期自治会執行部   

 

 

 

 

 

 

 


