
　今年の学園祭テーマは、「謳夏爛漫」。みんなで一致団結して、光り輝く夏の思い出を
つくろうと言う願いが込められたテーマです。四字熟語の「桜花爛漫」は、桜の花が満開
になって、みごとに咲き乱れているさまを表した言葉ですが、その意味を借りて、夏に行
われるみなさんのエネルギッシュな学園祭のテーマとしたのではないかと思われます。
　学園祭を通して得られるものは何か。それは、達成感であり感動であり、深い絆、すな
わち友情です。仲間と協力し合いながら創造することの喜びを実感し、互いの絆を深め
てほしいと思っています。
　青春時代の仲間は、かけがえのない存在です。みなさんがみなさんとしてその存在価
値を自覚しながら、この学園祭を通して豊かな人間関係を築いてくれることを期待して
おります。

校長　種市　政己「学園祭に向けて」
　第69回学園祭テーマ「謳夏爛漫」です。このテーマは「桜花爛漫」という言葉をアレン
ジしたもので、生徒会全員で一致団結し、光り輝く夏の思い出をつくろうという思いが込
められています。
　今年の学園祭は、昨年とは違った趣向の元で準備を進めてきました。4年生はダンス・
階段アート、5年生は教室発表・喫茶、6年生は模擬店を行います。この他にも校内公開
やクラブ発表、生徒会企画などがあります。学園祭は生徒だけのものではありません。一
般公開にご来場の保護者や地域の皆様にも、より楽しんでもらいたいと思っています。
もてなす側も、もてなされる側も共に学園祭を盛り上げていきましょう。
　特に6年生にとっては、最後の学園祭になります。学園祭が終われば、私達はそれぞれ
の夢や目標に向かって突き進んで行かなければなりません。友達と協力しながら行う最
後の行事です。悔いの残らないよう、クラスが団結して思い出に残る学園祭を作り上げ、
それを胸に頑張っていきたいものです。
　最後になりましたが、準備の中で先生や多くの方に協力していただいたことを心から
感謝しています。以上をもって挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。

第70期生徒会長　齊藤　美生「共に創る学園祭」

ご 挨 拶
食券販売（外模擬店）

同窓会（内・外会場）
おにぎり（2個）
おでん

150円
200円

茶道同好会（1階作法室）

PTA掘り出し市（1階会議室）

抹茶（和菓子付き） 250円

生徒会（外会場）憩いの広場
※記念うちわ 100円

後援会（外会場）憩いの広場
※焼き鳥（1本）
※ヨーヨー釣り（1回）
※かき氷

100円
50円

100円

4年10組 「The Greatest Show」
曲名：The Greatest Show、Shake it off、スリラー　　歌手名：ヒュー・ジャックマン、テイラー・スウィフト、マイケル・ジャクソン
私達は〝The Greatest Show（素晴らしいショー）〟を目指し、今までと違う私達を見せられる
ように練習をがんばっています。使う曲は全て洋楽ですが、みなさんが知っているものも多い
と思います。人数は少ないですが、素晴らしいショーとなるようにがんばります。お楽しみに!!

4年4組 「男女逆転ダンスパーリー」
曲名：war of hormone、heart shaker　　歌手名：BTS（防弾少年団）、TWICE
ダンステーマの通り、男子がスカートをはき、女子がズボンをはくという何ともチャーミ
ングなパフォーマンスになっています。4組らしくはっちゃけたダンスをみんなで精一杯
踊るので、お楽しみに!!

4年2組 「個性探求」
曲名：GOOD BOY、怪盗少女　　歌手名：BIGBANG、ももいろクローバーZ
4年2組のテーマは「個性探求」。私たち4年2組は、1人1人が個性を探究しすぎており、
自由すぎる事から時おりバラバラになってしまうことがあります。そのような欠点もあり
ますが、団結したときはすごい力を発揮します。やる時はやるのです。佐藤珠子先生率い
る私たちYDK（やれば、できる、クラス）にぜひ注目してください。

4年5組 「Let’s dancing」
曲名：Wake me up、candy pop、ダンシングヒーロー　　歌手名：TWICE、荻野目洋子
5組は坊主を中心にみんなで協力して一生懸命頑張ります。

4年9組 「千紫万紅」
曲名：学園天国　　歌手名：Dream5
9組は個性的な人が多く集まっているクラスです。ダンスのテーマは「千紫万紅」で、9組
の一人一人の種々様々な個性を、咲き乱れる色とりどりの花のように鮮やかに表現でき
るよう努めていこうと思います。

4年6組 「欅坂4-6」
曲名：サイレントマジョリティ、不協和音　　歌手名：欅坂46
私達4年6組は入学して数ヵ月しかたっていませんが、とても仲の良いクラスです。一人
ひとりの個性が強く、毎日がとても楽しいです。そんな私達が心を一つにし、今日まで練
習に取り組んできました。「6組いいな」と思ってもらえるような発表ができると思いま
す。ぜひ楽しんでみてください！

4年8組 「芸術は爆発だ。」
曲名：ようかい体操第一、Hedwig’s Theme　　歌手名：Dream5、ジョン・ウィリアムズ
皆さん、こんにちは!! 4年8組です!! 私達は、全く雰囲気の違う2曲を超個性的なメン
バーで躍ります!! ダンスの上手い、下手、関係なく皆で楽しく面白く躍ります!! 美術科ら
しい演出もあるかも…??? 芸術は、爆発だー!!!

4年1組 「かわいくてかっこいい」
曲名：TT、LIKEY　　歌手名：TWICE
私たち4年1組の学級経営方針は「本気」です。そんな「本気」なダンスを作り上げてきま
した。入学してから3か月。一致団結してステージの上で積み重ねてきたモノを全て出し
きり大谷生らしく心豊かに踊ります。It’s show time!!

4年3組 「クラス オブ パッション」
曲名：ダディ　　歌手名：PSY
僕たち4年3組のダンスのテーマは「クラス オブ パッション」です。意味は情熱のクラス
です。曲名はダディーという激し目の曲ですが、情熱を表すために、激し目の曲と振り付
けを考えてきました。

7月12日㈭ ダンス部門

7月13日㈮・14日㈯ 喫茶部門（13日㈮は中のみの販売）

祐市　舛田店

●豚のお好み焼き 350円
●原宿ドック（チーズ・カスタード・
　ココアバナナ） 各150円
6年1組は豚のお好み焼きと原宿ドッ
クを作ります。〝なんじゃこりゃ〟安く
てボリュームもある、なによりも美味
しすぎる!!! 是非食べに来てください。

1組 フナキのドレイが
作りました。

●メロンパンアイス 150円
●肉巻きおにぎり 150円
「今まで誰もやっていないことをやろう」総代
の板谷君の一声で団結した6年2組の最高の
ドレイ達、一人一人がお客様のことを考え、お
客様は神様だと指導しております。老若男女
関係なく、来てください。お待ちしています。

2組

第69回学園祭
「うちわ」最優秀賞
「ポスター・プログラム」最優秀賞

5年8組

6年8組

石崎美真緒

川勝　　遥

5年2組 「ギャンブル大谷」
今、日本はカジノ法案が問題となっています。この法案が成立すると仮定して、その時代
に乗り遅れないために、5年2組が日本の未来を先取りします。誰もが楽しめる内容に
なっていますので、覚悟のある方のみお越しください。待ってまーす♡

5年3組 「縁日」
私たちのクラスでは、縁日をやることにしました。小さい子から大人まで楽しめるわなげ
など色々なことをやっていきたいと思います。

5年4組 「脱出ゲーム」
教室がいつの間にかアリスの世界に!!　だが現実の世界に戻れなくなってしまいました。
うさぎのヒントを頼りに脱出するカギを手に入れよう。リアル脱出ゲームの世界へようこそ!!

5年6組 「5-6からの挑戦～ちょっと頭かしな～」
学生の本分「勉学」、ソクラテスが愛した「知」、人類史上最高の科学者アインシュタイン
の「IQ」。それら全てを追い求める若き青年たちに向けた言わば「知の祭典」。札幌大谷学
園の知の精鋭達が作り上げるクイズ系「エンターテインメント」。勉学、トリビア、IQの3つ
の観点から奏でます。

5年8組 「アート アンド レスト」
学園祭の謎ハイテンション…あれはバケツの水1杯で冷めるようなものではありませ
ん。そう、美術科が誇りに誇る素晴らしいインスタレーションを体感すれば、きっと大丈
夫。さあ、とりあえず行きましょう。おいでおいで。

5年9組 「ヒラティマニア」
ディズニーシーのトイストーリーマニアをイメージしたとっても楽しい射的ゲームです!!
色々な種類の鉄砲を用意しています！　Let’s shooting!

7月13日㈮・14日㈯ 教室発表部門

※印は現金販売となります。

月がキレイですね

●月見つくね 200円
●チョコたい焼き 2個 150円
肉汁たっぷりのつくねの中に卵が入った月見つ
くねと、カワイイさかながイラストされた中に
チョコの入ったチョコたい焼きをにぎやかな中
に熱い友情がある6-6がつくります！

6組 ジブリカフェ

●ジジのミルクフラペチーノ 150円
●まっくろくろすけのちょっと粋なおやつ
　（ベリーver. ・ナッツver.） 各200円
俺たち8組　気分は上々　君たち学祭何食べる？　
王道外さず　ジブリcafé　相当デリシャス　
precious sweets　残さず食べてね　待ってるyo
（ラップ風に読んでね）

8組 「六的Ｑ茶」

●タピオカ（ミルクティ・ココア・オレンジ
　ジュース・二層ジュース） 200円
学祭最終日を迎え、模擬店へ向かう生
徒達。浮かれからか、幸運にも黒塗りの
高級珍味（タピオカ）に恍惚としてしま
う。生徒達に対し、店の主、TPOKが言
い渡した購入の条件とは…

9組いつも
貴方のそばに

●焼きそば 300円　
●オム焼きそば 350円
普通の焼きそばだけでは
なく、工夫してオム焼きそ
ばにも挑戦します!!

3組 俺の
フランクフルト

●串付きフランクフルト 100円
6年5組はフランクフルトを
売っています!! 暑い夏にピッ
タリなフランクフルトを召し上
がれ!!

5組まめやきってんだい

●たこ焼き（チーズ、明太子、ソース）6個 各200円
●枝豆 100円
私達4組は、チーズ・明太子・ソースの3
種類のテイストとおつまみの枝豆を販売
します。たこやきは6個入っているので、
友達や先生とシェアたこしたりして、美味
しく食べてください。

4組

ジュース販売価格：各110円
5年1組 「喫茶 金澤店」（中）
【品目】　綾鷹　・　コーラ　・　ファンタオレンジ　・　いろはすりんご　・　
　　　 ジョージアミルクコーヒー
元気の良い1組皆笑顔で接客して、楽しくなるような喫茶になっていると思うので、ぜひ
みなさんいらしてください。

5年5組 「あぶら屋」（外）
【品目】　爽健美茶　・　ミニッツメイドQooみかん　・　ファンタグレープ　・　
　　　 アンバササワーホワイト ・ いろはすもも
5組は店名（担任名）にちなんで「千と千尋の神隠し」の雰囲気を模した店にしました。暑
い日にぴったりな飲み物をご用意しておりますので是非お越しください。

シュワもち
カンタービレ

●揚げもち串 1本 100円
●クリームソーダ（メロンソーダ・コーラ） 各150円
7組は今年も音楽科の伝統である音楽
喫茶を開店します！　メニューは揚げもち
串とクリームソーダです。クラスメイトに
よる演奏会も開催しています。ぜひ、足を
運んでみてください！

7組

本館1階

●外会場は外靴でお願いいたします。
●生徒は生徒玄関を利用してください。
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4年7組 「血、汗、涙を流し練習したシンクロダンスっ！」
曲名：シンクロニシティ／血、汗、涙　　歌手名：乃木坂46、BTS
この部門には初参加の音楽科、持ち前の明るさで不慣れなダンスもがんばります。あた
たかい目でご覧ください。


