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「藻高祭によせて」校長南陽行広
合年のテーマ「藻力戦」のもと、第40回藻高祭が始まります陰

閲校40周年の記念の藻高祭です。会まで、多くの先輩方がそれそれ創恵工夫を亜ねて
きた結果が、舍年の藻国祭につながっています．

皆さんは、この歴史をしっかり感じ取ると同時に、次代へ向けてのメッセージを残すこ

とが大切です。

そのためにも、全校生徒が一致団結し、正に総力戦で取り阻んでもらいたいと思います．

そして、この最大のイベントで、友人と協力して刷り上げた譲高祭の経験は皆さんの臼
伍な財産になると思います。

是非、若いエネルギーを出し切り、高校生活の思い出深い1ページになるよう願っています。
また、生徒会の皆さんを中心に、全体の企画・運営に休曰を返上して準備をしてきた実

行委員の皆さん､藻高祭を支えて頂きましたPmAの皆様に敏恵と感謝を表します。
終わりに保霞害・地域の皆様のご来校にICIより感鰯申し上げます。藻岩寓佼生の発表

を楽しんでいたたきますとともに、翠匝な評価もいただければ幸いです。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

「これが藻力ですか？」第40期ヨミ徒会長工藤光一郎
宮さん、こんにちは！！第40回藻高祭実行姿貝畏の工醸光一郎です。第40｡という節

目の実行雲団長になれたことをうれしく思います。

４０回目の藻高祭のテーマは「藻力戦」。藻岩高筏の生徒の皆さんが持っているすべて

の刀が７月5Ｂ、６日に注がれるわけですが、生徒全員が全力を出す藻高祭は、どのような

ものになるのでしょうか？

この蕩高祭は藻岩高生の個性の頚大成です。藻高祭のために私たち生徒会ならびに実行

委員会が創ったのは藻高祭という材料と場所です。藻高祭という料理を創りだしたのは
960人の生徒の皆さん自身なのです。この料理にどんなトッピングをするのかは生徒の皆

さ/切り行動の結果次第だと思います．

率爾中、いろいろな＄てぶつかったりしたでしょう。それによって、いやな思いをした

人もいたと思います。そこでおきた問悶というのは、当人同士で解決するべきことばかり

でしょうが、どうにもならないことも出てくるでしょう。そういう時のために友達がいる

のではないでしょうか？助け合いの桐禰を持ち、相手がどんな思いをしているか考えられ

る人がより一層、藻混祭を楽しむことができると私は思います。

テーマである「藻力戦」や実施要項に田かれているルールを守ることも確かに大切です．

しかし、楽しむことを忘れてしまっては、テーマも目標も達成できません。

生徒の轡さん全員で瓢高祭の一頃一園を楽しみましょう！

私からお願いです。藻温祭期間中、怪我をしないようくれぐれも気をつけてください．

良い思い出ばかりの行頭にするために、怪我につながるような行動をとらないようお願い

します。怪我をしてしまうと、何一つ楽しめなくなってしまいます。怪到をしない！させ

ない！よろしくお願いします。

最後に、繭寓祭に協力してくださった、生徒の皆さん、演劇部、放送局、教麗貝の皆さ

ん、本当にありがとうございました。

さあ､ゴールはもうすぐで或会丘は去圧よりも熱い藻高祭になるよう盛り上げましょうＩ

皆さんがこの2日間、すっと笑顔でいられたら、狸燗してきた生徒会、実行委圓会とし

ても掴しい限りです，

それては、皆さんにとって、楽しい楽しい藻高祭になりますように。
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!●藻岩高校のno境推進事業…………………………………

（１）掴物天ぷら油をバイオディーゼル燃料に１１[玄関前・テント内］
／～廃食用油をＢＤＦ（BloDIeseIFuel）に～

各家庭から天ぷら油(廃食用油)を持参して頂き､それをバイオディーゼル製造業
者に引き渡しま或みなさんの食卓から地球環境に役立つ製品が生まれま或

回収曰時：平成25年７月6曰（±）１０：００～１４：００

回収場所：藻岩高校玄関前回収テント

回収方法：500ｍlかそれ以上のペツトホトルに入れてご持参ください。
ペットボトルごと回収します。

（２）藻岩高校の学校祭は環現の取り組みの－mqである！！

私たち藻岩高校では､日常の活動において｢環境に優しい｣取り組みを行って

いますも保健常任委員会による定期的な校内外清掃はもちろん､琶段から各教

室では｢指一本活動(指一本でできるエコ活動)｣をテーマに全校生徒が校内の

節電や暖房の効率化による燃料図の削減に取り組んでいま或また､｢ペットホ

トルキヤップ｣を集め､ＮＰＯ法人を介してワクチンに換えるなど少しでも社会

買献ができればと考え行動していまごＭキャップ｣を集めることによりＣＯ２排

出削減にもつながりま式さらにこの專校祭においても地域住民の方々へ｢ペッ

トホトルキャッブ｣の回収を呼びかけていま武また､文化環境委員によって札

幌市に流れる河川の水質鯛苣をしJ11の状況を鯛ベたりしていま武４階休憩室

に關境への取り組み資料を展示していますのでぜひ見に来てください｡藻高祭

は環境に配慮された專校祭です､毎年残った廃材や刷毛やペンキなど､再利用

できるものは来年の学校祭のためにリサイクルしていますもまた各学級は徹底

した画用削減を狙って､近蝋業者から不要になった段ボールで教室の装飾を完

成させたり､各家庭から不要な物を集め利用し､しかもそれていて大変高度な

学級装飾を可能にしていま域ぜひそんな､一見見えない｢努力｣を感じて欲し

いと思います8また､食品販売では､環境にやさしいトレイを使用するなど､各学

級で工夫しています、

６



●PT)Aバザー食堂［1Ｆ大会蟻室］………！
《メニュー》かけそば（温・冷）（200円）

かけうどん（温・冷）（200円）

いなりすし（2個）（120円）

おにぎり（100円）

白玉ぜんざい（100円〕

わらびもち（100円）

アイスコーヒー（100円）

手作りくまのストラップ（300円）

舎年もPTAでそば・うどんを調理販売。

メニューも増やし、更にバワーアップ。是非ご来店を！

●●●●●●●｡●､●●●●●●0●いb●の●●●●Ｏ●●●

､蟻

Iliilll
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●環境ポスター･デザイン作品展［1ＦＬＬ教室前廊下］……
3年生の選択構報の授業で環晩をテーマに制作したホスターやデザイン、

エコキャラクターの作品展を実施しています。素蹟らしい作品が多いで

す。ぜひ見に来てください！！

●ユネスコボランティア部[1Ｆ地理教室］…………………
《メニュー》藻岩せんべい（1袋2枚入り７０円）

チャリティバザー品（50円～）

ボランティア部では美味しい藻岩せんべいの販売、チャリティバザーを行い
ます！是非来て下さい。

●筥道部[1Ｆ麗道教室］……･………………………….……．
（メニュー〉せんす（500円）

うちわ色つき（350円）

うちわ色なし（300円〉

コースター（50円）

はがき（30円〉

合年は、新たにせんすとコースターが登場！

どれも数困限定なのでお早めにね１作品も見ていってね！

７



ド料理タンドール号[1Ｆ生徒ホール］……
インド式焼き釜でインド人シェフが焼き上げる、あの

豊平峡温泉の本格インドカレーが藻高祭にやってくるＩ絶品は焼きたての
「ナン」。表面はパリツとして中はモチモチ。「世界一美味しいナン」とは
決して藷弧ではない？「スパイスの効いた本格的なインドカレー」が、諏高
祭特別価格で通常より安く提供！

《日時〉７月5日(金)内部公開Ｂ１２:００～１５:００(オーダーストップ１４:30）
６日(±)一般公開Ｂ１０ＤＯ～１４:００(オーダーストップ１３:30）

《堀所》１Ｆ生徒ホール

《メニュー〉チキン・カリー（ナン付）通常730円‐650円
キーマ・カレー（ナン付）通常940円＝750円
ナンとトマトのカリー（ナン付）通常730円＝650円
ナン（世界一美味しいナン）通常３１０円＝250円

☆題画軍２Ｂ開園定☆

カリー・ナンセットのお客繊に！

なんと１追加のナン250円（通常310円）を100円で特別販売します！

ンス部［2Ｆ鯛理教室］
－（60円）

ドケーキ（150円）

－ヌ（70円）

ニー（170円）

●●●●●●●●●●･巴●●●●●●●●●●■●

マドレーヌ（70円）

プラウニー（170円）

ＩＤを込めて作ったお菓子を販売します）毎年好解なのでお買い求めの際はお
早めにお越し下さい○

８



●茶道部［2Ｆ作法室］・…………………………………..…
《メニュー》お茶券（250円）

茶道部は毎年恒例のお茶会を開催します。等校祭で疲れたICAを癒しに来ませ
んか？お待ちしてます○

●美術部［2Ｆ美術室］・……………………･…･……………
（メニュー》ポストカード（30円）

しおり（１０円、３０円、１００円）

作品投票はもちろん、令年はVTR放映もやります１覚悟はいいか？オレはで
きてる。

●放送局［2Ｆ視聴覚教室］・……………･…………………・
「ＭＢＣ上映会」

私たち高校生と周りとの関わりをテーマに高校生の視点から見たドキュメン
タリー番組を上映します。

●写真部［2Ｆ第２鬮騒室］………………………………･･…・
《メニュー》観覧（0円）

即興捉影会（0円）

ポストカード（１０円）

新企画☆その鰯で撮影した写真を印刷してお渡しする即興撮影会１ｓ真に思
い出、残しませんか？

●3年2.3組CrazyHospitaI［2Ｆ第１鬮騒室］……………
〈メニュー〉お化け屋敷（200円）

森「はっきり言うけど怖いからな…」坂［えっそうなの！？」森「全員来る
よな？」生徒「はい…」

～

９
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/ｆｌｉｉ蕊鍬6nsterWor,d……………………………………
…＞(〆三ユ重》モンスター壱号（バニラバフェ）（250円）

灘霧溌議識騨’１４．周）
ブド獣（ぶどうジュース×ゼリー）（140円）
イーダー獣（サイダー×ゼリー）（140円）

モンスター感満雌の不思議なパフェ○○いけめん達がとことんもてなします
よ）５組へＧＯＯ○○・

●3年6組(微)魔女ナカジマのスイーツファクトリー………
《メニュー》あ…あ…パ…パフェをだせ（ノーマル〉（180円）

〈わらびもち）（220円）

えりﾆﾌﾛｰﾄす晉い~｡(司己ﾗﾚｰﾀﾞ))(言８０円）
中島先生の温かい気持ちを込めたスイーツが揃っています。ぜひ、ご堪能く
ださい１１

●3年7組パイレーツ・オブ・真司不在やん…………………

《メニュー》カレーは華麗（200円〕

う－ろんちや（30円）

AmencanDog～米人犬～（85円）
ビビンぷわああ（200円）

チヤーふああん（140円〕

オレンジじゆ－しゆ（40円）

ｃｃ檸楓（40円）

洋食も中華もあるやん…舎年も真司…不在やん…！
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●3年8祖＄鳥……………………………………………………

｜篝歓… 露
■＝

まあちゃんを使うことによって低価格におさえることができました。味は保

鉦できません。来てね○

●2年1祖エレクトリカルしゆんちゃんパレード○…………
《メニュー》ダーツ（5本１００円）

ボディペイント（50円）

合年の２－１は熱いＩなにもかもがディズニー！ダーツにボデイペイント！

さあ、２－１にカモン１１

●2年2組奨悟１正午１ｓｈｏｗｇｏ１…･………………..……
〈メニュー》howluetieShaIcuバニラ（シェイク）（135円）

howluetieShaicuチョコ（シェイク）（135円）

howluetieShaicuマツチヤ（シエイク〕（145円）

howIuetieShaicuコーチヤ（シェイク）（135円）

ぺろんちよはふえチョコ（１１０円）

べろんちよぱふえバニラ（１１０円）

１１０円あったら「べろんぱふえ」オススメメニューは他にもたくさんぺろ

んはつばっは～）

1１
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､q1n/ｖｗ〕ａ１＞立王｡Ing、刀fl1智恵１＞ｎｑｎ…ｉ騒国fl;E1E2翠I帥e主乙
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●2年7組HAWAlAN7～おいでよトコナツツの森～………
（メニュー》あなたのハートにメロンメロン（70円）

凰万恋したイチゴちゃん（70円）

最近病/Vでるプルーハワイ（70円）

ＭＡＳＡＴＯ☆イチゴスペシャル（１１０円）

ＭＡＳＡＴＯ☆マンゴースペシャル（１１０円）

コーラフロート（90円）

メロンフロート（90円）

魅惑のワッフル（80円）

2年７組で自由気ままなあまあ～い湾舂を過ごしてみませんか？？いいで

しよ？そうしよう１１

●2年8組Ｕ･Ｓ．Ｋユニバーサル･スタジオ･クボ・…………・・
《メニュー）トランプポーカー（30円）

トランプ･ブラックジャック（30円）

ダーツ（30円）

フェイスペイント（１０～50円）

人探しゲーム（50円）

遊びがつまった世界、USKにおこし下さいませ。また当店指名手配者をぜひ
探してみて下さい。

●図密局［3Ｆ第３鯛穂室］……………･…………………..…
《メニュー）ミサンガ（30円）

ブックカバー（250円）

部誌（無料）

舎年も局員の手作りミサンガなどを販売します。

新企画として局員達の自作の部誌も配布します１１

●新聞局［3Ｆ第４鬮溌室]……………･･……………………・
（メニュー》新聞配布（濡料）

藻岩高新聞を臨みながら一息つきませんか？私たちが作成した新聞を配りま

す。是非読んでね！
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●イラストレーション部［3Ｆ第４鬮麓室]…………………
〈メニュー〉CRYST1ALLOID（部誌）（300円）

ラミネートカード大（50円）

〃中・小（20円）

ホストカード（30円）

毎年販売していた物に加え、な、なんとＩポストカードも販売します○おえ
かきコーナーもあるよＩ

●フィールドサイエンス部［3Ｆ地学教室］・……………・・
《メニュー）透明圖梧欄本（大:300円､中:200円）おじぎ草（50円）

ほしの砂（70円）化石レプリカ（大:５０円､小:20円）

おし花（50円）ポスター展示（０円）スライドシヨー（0円）

合年は化石・標本やおいしい食べ物を用意しています！笑顔いっぱいの部民

がお待ちしております）
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ノ
婆且.／

嚢騨壌驍霞懲:臘鑑脇iご鍜鐡の
Ｂ常の環境への取り組みを貝に来てください。

●3年1組31-おいてやす………………………………………
《メニュー〉ブルーペリーパフエ（180円〕

キャラメルパフェ（150円）

抹茶パフェ（200円）

黒蜜きなこパフェ（200円）

いちごパフェ（180円〉

塩パフェ（100円）

ロシアンパフェ（100円）

京都まではここから1500kmだけと3の1までは30ｍ・宮の体をパフェでブリ

ザートラッシュ！

●3年4組PASTAWARS･…………………………………．.…
《メニュー）君にミートyou（150円）

カルポナーラに恋してる（150円）

君のたらこにキスしたい（150円）

あなたと私でパーリナイトみんなが集まりパーティータイム、刀を合わせて

バスタウォーズ待ってます

●1年1組甘味処てんぽう亭……･……･……………………･…
《メニュー》あんみつ（150円）《メニュー》あんみつ（150円）

パフェ（120円〕

傳法先生が担当しています。食べたら爽快Ｉ

このてんぽうブランド、食べなきゃ損ですよ！

Ｅ日ｌユＰ
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●1年2組ＷｅＩｃｏｍｅｔｏぱ－ち－ランド……………………
（メニュー》ダーツ（１０円）

ルーレット（１０円）

サイコロ（１０円）

ボウリング（１０円〉

宝くじ（１０円）

ブラックジャック（１０円）

イケメンの千葉先生に会えるよ～○吾供から大人まで楽しめます１１遊びに
来てね

●1年3組カメレオン、いとお菓二。…………………………
《メニュー）入坦料50円

時が経てば姿を変える縁日.その謎は来てみなければわからない。鍵を解き
たいならば是非ご来店を

●1年4組ダイエットは明日から○……………………………
（メニュー〉駄菓子（１０円～）

型抜き（2枚100円）

スライム（100円）

このクラスは駄菓号や型抜きだけでなく、スライムの製作、販売も行いま

す。是非来てください１１

●1年5組アイコの部屋…･……･……………………………･…
〈メニュー》射的（50円）

箱の中身はなんじやらほい（30円）

何でもすくい（30円〕

ゾンビたたき（１０円）

ゾンビたたき等個性豊かな楽しい縁曰があなたを待ってい

家運のアイドル愛子さまに会おう！
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●1年6組ＳAKIKOリゾート…･….…………..……………..…
《メニュー》射的（50円）

フェイスペイント（1ポイント・１文字30円）
新しく作る文字に関して（100円）
レモンライムジュース（1本50円）

グレープサイダー（1本50円）

あなたが狙うハートはたれ？どんなもの？うち抜けハート１理想のべイント
刻むのはわ・た・し○

●1年7組海の家･……………………………………………..…
《メニュー》射的5発（100円）

ひもくじ（70円）

ラムネ（150円）

１－７は海の家がテーマの縁日を開きます！ひもくじ等色々します！じゃあい
つ来るか、合でしよ！

●1年8組韓国日和･･………………………………………….…
《メニュー》ピピンバ（240円）

バンピース（100円）

チヂミ（100円）

マンデュ（ギョーザ）（120円）

プルコギ（260円）

憂茶（60円）

ファンタオレンジ（50円）

,の8では韓国料理を集めました。韓国日和で美味しい料理を満喫してみませ
んか。

●科学部［4Ｆ物理教室］…･………･……･…………………
（メニュー》実験内容：水中に浮かぶシャボン玉

：過飽和

ゲーム内容：（毎度おなじみ１１）空気砲…無料１１
：イライラ棒…無料Ⅱ

来たれ強者！合年の科学部は一味違う！

目指せ賞品。その他、ゲーム、実験盛りだくさん！！
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有志発表バンド部門
’－．

【

Ｖｏ）３－３中厄和回（Ｄｒ）

３－５宮間功日（Ｇｔ＆Vo）

３－４武田亘芭〔スポットライト）

ＨＩＣKEN）

か（ＢＵＭＰＯＦＣＨＩＣＫＥＮ）ＫＩＢＯＵ（ＴＯＫＩＯ）

団打1$ソ山丞覇盃

ファンタジー（ＳＥＫＡＩＮＯＯＷＡＲＩ）

地睡(テラ)を語り合う仲間､昇築中。

【Bullets】

（メンバー》３－６米廠腿桾（Ｇｔ）３－６福図囲一（Ｂａ）
３－３板谷渉百（ＧＩ）３－３潮ⅡＩ楓（V◎）
３－２海□麻里宗（Ｄ｢）

（演良曲目）少女Ｓ（SCAＮＤＡＬ）ＲＥＡＤＹＳＴＥＡＤＹＧＯ（LoArc-en-CleD
小さな恋のうた（モンゴルBOO）

(.Ｂ･)＜頑張って亜いてください

【TheCaulinower】

（メンバー》２－５田中腺太〔Ｄ｢〕２－４船木雅史（わ）

２－２荒木雄太（Ｇｔ）２－３森快（Ｂａ）

（演寅曲目》ＥＭｏＴＩＯＮＰＯＴＩＯＮ（WLIEBAWDIES）

ＪＵＳＴＢＥＣＯＯＬｎＨＥＢＡＷＤＩＥＳ）

ＲＥＤＲＯＣＫＥＴＳＨｌＰ（THEBAWDIES）
ＲＯＣＫＭＥＢＡＢＹｎＨＥＢＡＷＤＩＥＳ）

ＩＴＩＳＴＯＯＬＡＴＥ〔ＴＨＥＢＡＷＤＩＥＳ）

陪食でヨーグルトでたらブタ舐めるっしよ？

逆弧Ⅱ囮h

、し
【進理のチンパンーattackonchinpan～】
（メンバー》３－６神山耕廟（Ｇｔ）３－５田中印汰（Ｇｔ＆Ｖｏ）

３－４浄土田希（key）３－３同相見（Ｂａ）
３－２佐臣乗刺番のr）

《演貝曲目）遇か個方（asiankungfugene｢atlon）
リライト（asIankungfugene｢atlon）
午の夜をこえて（AquaTImez）メリッサ（ポルノ２〒の臣をこえて（AquaTImez）メリッサ（ポルノグラフィティ）

2013年､人類は罵数のチンバンに画い尽くされた…＞－え？見に来ないの？ひよってんの？？？
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（ＪｌｎＯｂＡ）禽鰯率、▽~ｅ

剛（四五鼠察）Ｃマ｡とｙ。Ⅲ｡匪鈎．
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第40回藻高祭スタッフ
【司会】第39期神下拓也牧朋樹田中唆悟

【テーマ曲演奏】第39期田中竜汰神山耕輔藤田鹿太
浄土夏希邇鰯閏人エギントン期

【演劇邸】第39期高辻璃奈阿部ひな子太田千恵書
第40期久保桃香佐藤僕之介山ロ紗季

竹中桃子大宮菜摘橘花枝
第41期横谷玲那鹿谷円香黒田佃香

山崎拓未新自七実菅原育園帆

【■追部】第39期酒井夏見佐藤優芽中村雄斗
相原抽花高木萌衣西山史恵
早坂啓鰄及川悪理

第40期斎藤霊羽中野理恵佐藤珠衣
富岡艦衣永田弓絵本田ひとみ
小坂幹人大西風蕗志田佳奈美
宵山沙生佐藤加奈大西風蕗

第41期小瀧由紀書柴田芽依村川栞
島田夏実小川就央新出妃菜
天亜佳奈中野理恵

【放送局】第39期門崎瑠美菜飯塚菜保子小島美結
鈴木景介松本書姫柳橋菜央

第40期佐藤弥警門'１m瑠美菜
第41期加藤凌太大泉このか元松書菜

【顔飾】第39期藤谷大輔山本茱央北村健素
伊原胄真平出雄大簾内統賀
郡司掛沙星古内まりな毛利更

【ポスター･うちわ･プログラム困紙デザイン】
第39期吉田香職

【実行委貝】第39期郡司掛沙星高辻璃奈瀬川楓
西村郁美荒川拓也阿部璽大

第41期荒川夏海大久保友理

【牛銭会執行部】第39期藤谷大輔(81銀）
第40期工藤光一郎(会＆）

駒込大(日銀)鍋谷杳奈(画８２）鈴木久未(四妃）
石塚紗綺(会肘）上田愛永(会酎）田逼雄大(庶務）

第41期高橋楓長舩祐輔田上太一
佐々木蓮篠田大地
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