
クラス 部門 タイトル キャッチコピー 具体的な内容 希望日時 場所

1-1 舞台 恋する乙女～秋の陣～ 8人の恋する乙女たちが1人の王子をめぐって戦います！ 色んな物語の人物が出てきて、1人の王子様の嫁候補を決めていく。（奪い合う） 8日（土） 体育館

1-2 縁日バザー 夢を叶える場所 1の2半端ないってディズニーだけでインスタ映えしてんねんもん ・ディズニーランドをイメージしたインスタ映えスポット・おかしも販売 7日（金）8日（土） 1-8

1-3 中庭 ABENOMIX 俺らの文化祭改革でＳｈｏｗ バルーンアート・パントマイム・ダブルダッチ・タンバリンダンス・ディアボロ・ＴＷＩＣＥ 8日（土） 中庭

1-4 縁日バザー 1－4OKですか 個性溢れるゲームの世界～全てのゲームを制覇しろ～おけですか？ クラス内で6つの出し物/スタンプ制で数に応じてお菓子配布 7日（金）8日（土） 1-6

1-5 縁日バザー とびだせ！おかしの森 平成最後の文化祭　とびだせ！おかしの森で過ごしませんか？ メインはだがし屋　内装はインスタ映え　射的とわなげの的をおかしやジュースにする（隅っこで） 7日（金）8日（土） 1-5

1-6 舞台 オズの魔法使い 1年6組が演じるオズの魔法使いのオリジナルストーリー 少女が異世界にとばされさまざまな仲間と出会い、元の世界に戻るため旅をする。 7日（金） 体育館

1-7 模擬店（調理なし） Shall we drink ? いかがです？一緒に和んで、インスタ映え。 ジュース類　お菓子類 7日（金）8日（土） 1-7

1-8 舞台 阿倍野グランド花月 1－8が作りだすオリジナル新喜劇で皆様に笑いをお届けします！ 吉本新喜劇の内容をアレンジして舞台で発表する。 7日（金） 体育館

2-1 映像 バカッ恋～奇跡がバカに味方した時～now on sale 青春真っ只中の高校生がお届けするバカッ恋ムービー テラスハウス×バカッコイイ動画×CM　テラスハウス風の恋物語にバカッコイイことをまぜた動画。 7日（金）8日（土） 3-1

2-2 模擬店（調理なし） " We Are The World " 2－2の元気でお客さんを楽しませます！ぜひ来てください！！！ クッキー　ジュース　ミルクせんべい（外国のおかし） 7日（金）8日（土） 3-2

2-3 中庭 アームレスリング 誰でも参加おっけい！私たちと勝負してみませんか!？ 中庭で、アームレスリング選手権をする。参加者と３組のメンバー男女共にする。 7日（金）8日（土） 中庭

2-4 舞台 美女と野獣 4組みんながガチで演じる笑いあり涙ありの本格ラブストーリー！ 原作美女と野獣を元に4組らしいオリジナルを加えて楽しく演じます。 7日（金） 体育館

2-5 縁日バザー CANDY POP POPでかわいいCANDYが盛りだくさん！！ スーパーボールすくい　ストラックアウト　フォトスタジオ　☆景品はキャンディーやうまい棒など 7日（金）8日（土） 3-3

2-6 模擬店（調理なし） なつ菓子フェスティバル ちょっと遅めの夏祭りにようこそ 祭りの店のような感じでジュースやミルクせんべいやソースせんべい、ねりあめなどを販売する。 7日（金）8日（土） 3-4

2-7 縁日バザー ディズニーフジハラ（株） 夢の国、～ディズニーフジハランド～へようこそ！ ビッグジェンガ　てるてるぼうず　声当てゲーム　ポイント制 7日（金）8日（土） 3-5

2-8 模擬店（調理なし） アキコ村 映えるものでエポエポしてって～ だがし　ソースせんべい　ミルクせんべい　おかしパフェ（ポップコーン、マシュマロ他）　ジュース 7日（金）8日（土） 3-9

2-9 その他 みほこのへや あなたも迷ってみませんか？ 懐中電灯で前を照らしながら進み、壁3箇所にあるクイズをゴールで答える。 7日（金）8日（土） 社会科教室

3-1 舞台 デスノート 次にデスノートを拾うのは君かもしれない デスノートの2次創作、IFルート 7日（金） 体育館

3-2 舞台 カグヤinフランスパン 全員で全力で作りました。笑いと恋と感動を皆さんに届けます。 西洋版のかぐや姫。パンからうまれたかぐや姫ががんばるお話。キーは「意外性」と「感動」と「笑い」。 8日（土） 体育館

3-3 模擬店（調理あり） たまもっちファクトリー あつ～い夏に、私たちにちょっとたらさしてくれませんか？ みたらし団子 8日（土） 3-6

3-4 舞台 ごくせん 友～memory of Best friends～ けんかを通して友情と深めるストーリーです。 7日（金） 体育館

3-5 舞台 THE MOVIES～5組　半端ないって！～ 5組半端ないって！昔話でショートコントとかできへんやん普通！ ショートコント 8日（土） 体育館

3-6 映像 家舗学級の日常 最高にばかでかっこいいことをします。 ばかっこいいことをします。 7日（金） 体育館

3-7 模擬店（調理あり） くせしかない餃子店 2つの味のポップコーンとカリッじわの餃子はいかがですか？ ぎょうざ（普通・チーズ）　ポップコーン（キャラメル・塩）　ジュース・茶 8日（土） 3-7

3-8 模擬店（調理あり） PANDOYA 阿倍野でパンどーや？（PANDOOYA） ホットドッグ　プルコギパン　ツナサンド＋チーズ　アンバターパン　ジュース 8日（土） 3-8

3-9 舞台 High School Musical We are American students !! ストーリー説明→①→②→③→エンディング（３場面に分けて行う） 8日（土） 体育館

部活動 内容 キャッチコピー 具体的な内容 希望日時 場所

1 吹奏楽部 青春の1ページコンサート ～あなたの心に響く演奏を～ J-POPや有名な吹奏楽曲を5～7曲ほど演奏 7日（金）8日（土） 体育館・集会室

2 軽音楽部 阿倍野大作戦 今年もみんなで盛り上がりな祭 ライブ 7日（金）8日（土） 視聴覚、体育館

3 音楽部 Ａｂｅｎｏ　Ｍｕｓｉｃ　Ｈｏｕｒｓ 夏だ！祭だ！ミュージック・アワーだ！！ 集会室でライブします、かざります。体育館では照明を使ってライブします。 7日（金）8日（土） 集会室、体育館

4 演劇部 まねき猫 個性豊かな演劇部員が繰り広げる劇です！ぜひ見にきてください。 8日（土） 体育館

5 文芸部 読書ポスターコンテスト ポスターを見れば、君もその本が読みたくなること間違いなし！ 各クラス図書委員・文芸部・図書部・漫研・一般性とが作品を展示し、投票してもらう。 7日（金）8日（土） 図書館前

6 文芸部 阿倍野高校文芸部 文芸部が製作した部誌と、お菓子を販売します。 文芸部が製作した部誌と、駄菓子を販売します。部誌は新刊が80円、旧刊が40円の予定です。 7日（金）8日（土） 生物講義室

7 漫研 コミケ　ｉｎ　阿倍野 本館３F階段上がったところすぐ！！！色々売ってます シール、ラミネートカード、部誌、袋入りお菓子etcの販売　その他細かい企画など 7日（金）8日（土） 生物講義室

8 茶道部 あべの茶会 和を感じながら、ゆっくりとした時間を過ごすことができます。 お茶席。「抹茶と主菓子」「抹茶と干菓子」の2つを用意。 8日（土） 茶法室

9 ダンス部 Ｐｅａｃｅ　Ｕｎｉｔｙ　Ｌｏｖｅ　Ｈａｖｉｎｇ　ｆｕｎ　！ Adcrew全員で一丸となってパワー全開で踊ります！ Lock　Break（全学年）、エンディング 8日（土） 体育館

10 書道部 書道パフォーマンス2018 今年も書道パフォーマンスを行います！ぜひ、来てください。 中庭にブルーシートを敷いてその上にパフォーマンス用の紙を置いて書きます。 8日（土） 中庭

11 美術部 美術展 作品を展示します。 7日（金）8日（土） 東館2階廊下

12 家庭科部 Ａｂｅｎｏ　ｋｉｔｃｈｅｎ おいしい手作りお菓子買いに来てください！ クッキー（300袋）ケーキ（300個）　被服作品・消費者問題の展示 8日（土） 被服室

13 放送部 阿部ラジ　2018年文化祭Ｖｅｒ 今年はトークのお仕事です。 7日（金）8日（土） 放送室

14 図書部 おいでませ！阿倍野書店 にぎわい疲れの憩いにふらっとのぞいてはどうですか？ 寄付された本（雑誌以外）　パスケース　しおり　の販売 7日（金）8日（土） 会議室

15 ESS Let's stamprally ! 英語を使った簡単なゲームで、お菓子をゲットだぜ！！ 英語を用いた簡単なミニゲーム　お菓子などを景品に簡単なゲームを用意 8日（土） 展開東

16 パソコン部 Ｒｅｍｉnｄ　ｏｆ　ｍｅｍｏｒｙ 思い出を懐かしんでいただけるような動画を見ていただけます。 行事での記録を動画にして放映します。動画内容（1年校外研修　体育大会　応援団演舞） 7日（金）8日（土） 物理実験室

17 映画部 文化祭爆破計画 前代未聞！爆発アクションラブコメディ！校舎の爆弾を解除せよ！ 学校に潜入捜査をしているタケシが「文化祭爆破計画」を止めるため、友達たちと立ち上がる！！ 8日（土） 体育館

有志団体 内容 キャッチコピー 具体的な内容 希望日時 場所

1 ＡＢＥＮＯ祭２０１８ 漫才・コント・歌 阿倍野高校の文化祭に名を刻みにきましたどうぞよろしく！ 7日（金） 中庭

2 infinity ダンス バチバチロッキンかまします！見に来てください！ 7日（金） 中庭

3 2025 ダンス このメンバーで踊る最後の舞台、全力で楽しみます!! 7日（金） 中庭

4 ぽんなの ダンス いつもの2人。今年も踊ります。魅せます。 7日（金）8日（土） 中庭

5 lockダンス ダンス 新ジャンルにも挑戦しました！二日踊るので、見に来てね！ 7日（金）８日（土） 中庭

6 Ｇａｓ ダンス みんなを魅了させます!!☆☆ 8日（土） 中庭

7阿倍野オールスターズ ダンス 阿倍野3年オールスターが大集合！楽しいこと間違いなし！ 8日（土） 中庭

8 Ｐｏｐ　ＮｏＴｅ 音楽 今あなたに届けたい弾けるメロディー～Ｐｏｐ　ＮｏＴｅ～ 8日（土） 中庭

9 愛してぶー 音楽 音楽部５人によるスペシャルメドレーライブ!!! 8日（土） 中庭

平成30年7月19日　職員会議
自治会指導部

第71回文化祭　全団体取り組み一覧
平成30年7月17日　企画経営会議


