
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 実施場所 控え室

1-1 調理なし 午後3時のティータイム 菓子だせ！どうぶつの森 紙コップに4種類は程を盛り付け販売。射的をつくり、来た人に楽しんでもらう。 6日（金）7日（土） 展開北４ 1-4

1-2 舞台 ふしぎの国の2組（仮） バラバラな世界観の物語 アリスがうさぎを追いかけていたら異世界に入り込む。 6日（金） 体育館 2-5

1-3 舞台 To Different Worlds Welcome to 1-3's world !!! 異世界で色んな登場人物がでてくる。さまざまな物語がごちゃごちゃになっていく。 7日（土） 体育館 2-6

1-4 調理なし あなたをいやします 見たことないじゃん！！こんないやし方 紙コップにお菓子をいれて提供 6日（金）7日（土） 1-7 1-4

1-5 舞台 三太郎 文化祭楽しんだもん勝ち 1年5組のオリジナリティーを出す内容 6日（金） 体育館 2-7

1-6 中庭 40人の壁 ～1-6を倒せ！～ 中庭でクイズ大会をおこなう（景品あり！） 6日（金） 中庭 1-6

1-7 映像 AbeTube ver.1-7 今までに見たことのないABETuber集団！ ばかっこいい、漫才、コント、ダンスの順で動画をミックスした映像を流す。 7日（土） 体育館 1-5

1-8 その他 あなたたちの番です MN5（マジで逃げる5秒前） 4つの問題と4つのヒントを部屋に隠し、脱出するためにそれを解き、番号をそろえる。 6日（金）7日（土） 1-8 1-5

2-1 調理なし Science café ～おれのプレパラートにのらないかい～ 化学って飲めるんですか？ 実験室をテーマにしたカフェをする。ドリンクの提供 7日（金）8日（土） 3-1 2-1

2-2 その他 of the kids ,  for the kids , by the kids 文化祭での1日を左右する祭コロ振りな祭 すごろく 7日（金）8日（土） 社会科教室 社会科教室

2-3 舞台 阿倍野高校プリキュア部 怪物に片思いの男子をさらわれ彼女らはプリキュアに変身したが・・・ 阿倍野高校のプリキュアが活躍するラブコメ 6日（金） 体育館 2-3

2-4 縁日バザー VS直子 あのテレビの世界が現実に？さあ、君達はチームだ！ VS嵐みたいなもの 6日（金）7日（土） 3-3 2-2

2-5 舞台 アラジン～阿倍高での出会い～ 阿倍高で出会った2人の魔法のようなとろける恋 阿倍高で出会った2人が魔法のような恋におちるストーリー 6日（金） 体育館 2-4

2-6 縁日バザー 赤白ボーダーのアイツを探せ！ みんなが知っているあいつを探しておかしをゲットしよう！ 教室でゲームをして、景品を集める。校舎内に歩いているウォーリーを探して、探せた人はプラスで景品がもらえる6日（金）7日（土） 3-4 図書室

2-7 縁日バザー 2-7　de　祭り 2年7組でお祭りしませんか？ クラスを仕切ってゲームコーナーをつくる 6日（金）7日（土） 3-5 図書室

2-8 調理なし 抹茶ロ喫茶 みんなでマチャろ～ お茶とパフェ 6日（金）7日（土） 3-2 2-1

3-1 舞台 イタメンパラダイス やっと僕のシンデレラを見つけたよ 男子校に男装して転校してきた女の子の話。 6日（金） 体育館 会議室北側

3-2 調理あり 千晴食堂 カステラ売ってます。なんとカステラ数量限定！！！ カステラ 7日（土） 3-7 生物実験室

3-3 中庭 阿倍高王 阿倍高No.1のクイズ王は誰だ！！（豪華景品がもらえるかも！？） いろんなジャンルの○×クイズ（全員参加）→少人数での早押しクイズ→順位で景品ゲット 6日（金）7日（土） 中庭 1-3

3-4 中庭 ミニ運動会 体育大会で悔しい思いをしたそこの君。ぜひ来てください！ ミニ運動会（風船バトル、綱引き、気配切り、リレー） 6日（金）7日（土） 中庭 1-2

3-5 舞台 ！その契約に注意！～三太郎物語～ 増殖するオニを撃退せよ！ クローズという映画の再現が 6日（金） 体育館 2-8

3-6 調理あり ひろあきパラダイス（ひろパラ） 食べたらハッピーパラダイス！ピザとホットドッグいかがですか？ ピザトースト、ホットドッグ、ドリンク 7日（土） 3-6 生物実験室

3-7 縁日バザー オワティンって何？ 映えれるもんなら映えてみる。 チェキコーナー（衣装あり）、ミニゲーム 6日（金）7日（土） 3-9 1-1

3-8 映像 タグローズ クローズという映画の再現がんばります。 映画「クローズ」の再現 7日（土） 体育館 1-1

3-9 調理あり 39food 明るく楽しい3-9のパワーで、おいしい食べ物をお届けします。 やきそば、チーズパリパリ、一銭やき、ジュース 7日（土） 3-8 生物実験室

部活動 タイトル キャッチコピー 具体的な内容 希望日時 場所

1 吹奏楽部 名曲！ポップスコンサート ディズニーのあの曲や誰もが知る名曲を吹奏楽の演奏でお届け！ 曲名（Love pop , アラジン , スーパーマリオブラザーズ , ピースサイン , 故郷の空 in swing , 学園天国 , 未来予想図Ⅱ）6日（金）7日（土） 体育館・集会室

2 軽音楽部 阿倍野大作戦vol.2 令和初、阿倍野大作戦の0話を皆で刻みな祭 3年生7バンド、2年生13バンド、1年生2バンドがライブをします。 6日（金）7日（土） 視聴覚、体育館

3 音楽部 No music  No life No. music  No. lifeにふさわしい演奏を届けます！ 1日目の前半に集会室で、昼から体育館でライブをする。2日目は前半だけ集会室でライブをする。 6日（金）7日（土） 集会室、体育館

4 演劇部 失せ物 個性豊かな演劇が精一杯皆さんを楽しませます。ぜひ、来て下さい！ 漫才コンビを組んでいるAとB。ささいなことからAとBがコンビ解散の危機に！どうなるA,B！？コメディ劇です！7日（土） 体育館

5 文芸部 文芸部 駄菓子と文芸部が発刊した部誌を販売します。 部活動で作成した部誌と駄菓子を売る。 6日（金）7日（土） 生物講義室

6 漫研 阿倍野コミケ 自分たちで作ったアニメや創作のグッズを売り出します。 ラミカ、シール、ポストカード、個人誌、合同誌、部誌、有料スケブ、ジュース、クレーンゲーム、色紙 6日（金）7日（土） 生物講義室

7 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 7日（土） 作法室

8 ダンス部 AD crew 総勢72人のパワーでみなさんを楽しませます！ 全9チーム40分で踊ります。 7日（土） 体育館

9 書道部 書道パフォーマンス2019 年に１度の大舞台！書道部のパフォーマンスをお見せします！ 5～10分程度で音楽に合わせてパフォーマンスをする。最後に紙を立てて作品を見せて終了。 7日（土） 中庭

10 美術部 阿倍野高校美術部展覧会 美術部員たちの作品をご覧ください。 高校展で展示する作品を展示します。 6日（金）7日（土） 東館2階廊下

11 家庭科部 アベノキッチン おいしいクッキーとパウンドケーキを焼くのでぜひ来てください！ クッキー3種類（プレーン、チョコチップ、紅茶）を各150枚とパウンドケーキ3種類（ココア、プレーン、紅茶）を各120個を包んで販売する。7日（土） 被服室

12 放送部 あべ☆ラジ　文化祭スペシャル2019 ☆阿倍高生の鬱憤を晴らす「阿倍高生の主張」☆リクエスト曲等 「阿倍高生の主張」「リクエスト曲」 6日（金）7日（土） 放送室

13 図書部 阿倍野書店 おいでよ！阿倍野書店。 自分たちで用意した古本や先生方からいただいた本の販売。自分たちで作成した物品の販売。 6日（金）7日（土） 会議室

14 ESS 英語のクイズで遊ぼう！ 気軽に来て英語で遊びませんか？お菓子ももらえます！ 最初は簡単な問題で、正解したら次の問題に挑戦するか選び、最終的に正解した問題の難易度に応じてお菓子 7日（土） 展開東

15 パソコン部 Remind of memory 学校行事の思い出を映像にまとめました。是非見に来てください。 体育大会や校外学習の学校行事を動画にする。 6日（金）7日（土） 物理実験室

16 映画部 阿倍高侵略計画 Destroy the dark organization 阿倍野高校侵略計画を偶然知ってしまった3人組が阻止しようと奮闘する物語 7日（土） 体育館

有志団体 タイトル キャッチコピー 具体的な内容 希望日時 場所

1 3B 3rd Breakin' みんなをわかせるブレイキンをします！ 中庭

2 Mashiro - Feather in hand - 大空へ羽ばたくようなカラフルな音楽たちをお届けします♪ 中庭

3 凸凹シスターズ。 凸凹シスターズ。 皆が知っている曲からオリジナル曲まで心を込めて演奏します!! 7日（土） 中庭

4 ちーちゃん。 ちーちゃん。 みんなでめちゃくちゃ騒ごう騒ごう!!絶対来てね 中庭

5 Gemelli Gemelli -双子- 今日みんなを、一番の笑顔にします!! 6日（金）午前 中庭

6 「俺しか look at for ～2019～」 お前らの魂震えさせたるけん、絶対見にきてくおくれやす～ 中庭

7 Five Five 5人のハーモニーをお楽しみ下さい！ 中庭

8 nao My memorial melody 私の青春の1ページ 中庭

9 きなこもちと私たち きなこもちと私たち きなこもちはきなこもちらしく、私たちは私たちらしく。ラスト!!!! 中庭

10 野菜triccers!!!!!! 野菜triccersの3分クッキング フレッシュな野菜達にエキセントリックな奴らは混ぜるな危険 中庭

11 tArget tArget 1周年記念 2人にしか出せないパワーで見ている人の心を狙い撃ちます。 中庭

12 ××× ロキ 頑張って歌います！精一杯盛り上がってください！ 中庭

13 74期訓練兵 最先端サイリウムパフォーマンス 新星5人組のサイリウムパフォーマンスです！ぜひご覧ください！ 中庭

14 地学科 「地上の星」　in　阿倍野高校　地学教室 昼間に地上で星を見よう！ 地学教室

15 図書館運営協議会 第2回読書ポスターコンテスト どのポスターが君を本の世界へ誘ってくれるでしょうか？！ 図書館廊下壁面
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