
大きな使命を持って創設された本校に
とって、その開校の理念を年に一度、み
んなで確認する時間は大切です。そして、
開校記念に併せて催されるさまざまな企
画には本校の「今」と「伝統」が凝縮さ
れています。コロナの影響を受け、開校
記念祭を広く公開することができず残念
に思っていましたが、この度生徒が動き、
本校の様子を可能な限り発信してくれる
ことになりました。本校は、そのような
「宝」＝「生徒」がたくさんいる学校な
のです。

はじめに、記念祭の開催にあたってご尽力いただ
いた方々に感謝を申し上げます。今回の記念祭が
成功裏に終わりましたこと、大変嬉しく思います。
さて皆さん、今回の記念祭は楽しめましたか？こ
れまでにないほどの盛り上がりを見せた有志発表、
トラブルに見舞われながらも演じきった歌舞伎、
予想以上の売り上げを叩き出した体験系の模擬店
など、私は学校行事特有の高揚感が昨年以上に感
じられたように思います(自分の立場が変わって
余裕ができただけ？)。来年は75回生が運営の中
心となります。流行り病の影響も落ち着き、各種
の制限も緩和されるでしょう。そうなるからには、
今年以上に楽しい記念祭を創り上げてください！
よろしくお願いします。



歌舞伎

旗本の青山播磨と腰元のお菊は相思相愛の仲。
ある日、播磨に縁談が持ち込まれると聞いたお菊は、手打ちの掟がある家宝の皿
を割って播磨の気持ちを試す。播磨はお菊の過失を許し、改めて二人で将来を約
束する。しかし、お菊の行動を目撃した者が密告していまい...

「番町皿屋敷」

①大変だったところや、工夫したところを教えてください。
②あなたのお気に入りのシーンをひとつ教えてください。
③来年度歌舞伎を創る今の一年生に一言お願いします！

監督・脚本 酒井二祐翔さん（２B）

①とくかく監督として日々の練習内容を考えるのが結構キツかったですね。全体
を把握しながらなので。如何せん練習期間が短いんですよね。

②全部です！とにかく全部練習したので。

③ガッツが大事です。全体で団結しないとまず成功しないです。

青山播磨役 岡田真樹さん（２A）

①役のコンセプトに合うように口調や表情や振る舞いに力が出るようにした。特
に表情管理が大変だった。

②皿を割るところ（緊張感があるから）

③がんばれ！

副監督 土佐尚輝さん（２C）

①＜大変だったところ＞ 開始が遅かったので結構キツキツなスケジュールの中練
習したところ。 ＜工夫したところ＞ 細かい小道具を準備したところ。

②シーンとしてはやっぱり播磨がお菊を殺すところですね。セリフだと十太夫の
「仔細を申せ」や、奴の「何ー！」が好きでした。

③大変ですがやってみると楽しいこともたくさんあるのでぜひやってください！

十太夫役 寺井誠人さん（２B）

①歌舞伎独特の口調やイントネーションが大変でした。いかにおじいさんぽさを
出すかを工夫しました。先代の録画をたくさん見ました。

②お菊がお皿を割った時に言うセリフ「仔細をもうせ 仔細をもうせ えーーい
黙っていてはわからぬでは無いか こりゃ一体どうしたのじゃ 先程もあれほど
申し聞かせておいたのに このような粗相をしでかしてはそちばかりじゃない
この十太夫もどのようなお咎めをうきょうもしれぬ」

③余裕を持って取り組んでください。

藤江役 石岡雄心さん（２A）

①女声を出すのが大変だった。

②縁談

③頑張れ！

叔母役 富永亜睿さん（２A）

①裏声でずっと話すことが大変だった。工夫したところは、叔母らしい余裕のあ
る態度を表現できるよう、話すトーンをゆっくりめにしたこと。

②播磨がお菊に怒り、皿を叩き割るシーン

③監督を急かしてください 台本が来ない限り、大道具やキャストは動けないので、
なるべくはやめに台本を修正したり、指示したりした方がいいです！

お菊役 小山慶太さん（２A）

①セリフを正確に覚える役になりきるセリフがない時と注目されていない時の態
度

②播磨がお菊を切るシーン

③歌舞伎の経験で最も価値があると思うのは本番が終了した時に感じた想像出来
ない程の達成感です。皆さんには、来年これを味わえる機会があります。気にな
る方は、是非ご自分で体験してみて下さい。

お仙役 北嶋太一さん（２B）

①セリフを覚えるのが難しくて、キャストの中で1番セリフを覚えるのが遅かっ
たです。

②殿おかえりーっていうセリフが好きでした。

③メイク楽しいよ。



・テスト期間に入る前の練習ではキャストが一部の人しか練習してくれ
なかったので苦心してました。なのでテスト終わったときに「ちゃんと
練習やり遂げた人には奢ってあげよう」とか言ったので、皆練習するよ
うになりました。最終的に奢りは無しで皆で食べに行ったとはいえ、食
べ物と金の誘惑はすごいですね。

・お菊と播磨が見つめ合うシーンで、試行錯誤を重ねていた。

・練習中にも関わらず、部活へ行ったり、バスケをしたりする人たちを
呼び戻すのが毎回大変だった。 井戸が播磨の身長に合わず、本来落ち
る所を、暗転することになった。 リハーサル中は1回も、地声に戻らな
かった藤江だったが、練習中の失敗全てを本番で出してきた。その後、
失敗を隠すべく、袖の方で、出演中のキャストを笑わせようとしていた。
途中からは、笑わないようにずっと播磨の方を見ていた。

・お菓子持ってくと好感度上がる。

・色々あって先生に怒られたこと。

権次役 蝋崎智也さん（２A）

①ゆっくり喋るのがムズい

②殿、おかえりー

③ふぁいと

Ivyは花言葉で「友情」を指します。多くの時
間を練習に費やし、悔いなく踊り終えることが
できました。来てくださった方々、有難うござ
いました。

Ivy

盛り上げられて楽しかったです。サングラスと薔
薇を女子にあげられなくて、残念でした。

Margarine

人が多くて緊張したものの、楽しかったです。

テニス部girls♡

仲良しの先輩後輩で、時間に追われな
がらも１から編曲やアレンジをして楽
しく弾くことができました！

Minato



2人の意向で出ることをあまり宣伝しなかった
が、予想以上に人が来てくれ嬉しかった。JK

発表本番まで何度も練習を続け、満足する演奏ができてよかった
です！また来年もチャレンジしたいです！

中村昭太朗

二人が好きな歌をみなさんの前で歌うことがで
きて本当に楽しかったです！ありがとうござい
ました!

恋愛遍歴

文化祭という一大イベントで、大切な
思い出を作れたことが嬉しいです。楽
しい時間でした！

ネナ

自分も観客もみんなでバカみたいなノ
リで楽しめて盛り上がってとてもよ
かった。

念いの丈

3人で合わせるのが大変でしたが、公の場で発表でき、いい経験と
なりました。

KUYAKUSHO STREET

VinylでChillいHipHopに
チャレンジしてみました。
Yaeh…

むろやん

金木犀
本番までの練習や、ステージで思い
切り歌えたことが、受験勉強の良い
息抜きになりました。

いろいろと予想を裏切られた。みんなが隣人のごとく整数を愛す
る世界になってほしい。

数学研究同好会

執行部の仕事が忙しくあまり練習する
時間はありませんでしたが、皆さんの
前で演奏させていただきとても貴重な
経験になりました。聞きに来てくだ
さった方ありがとうございました！

氏家直太郎

楽しかったです。脱出できずに終わっ
てしまい残念です…また、お姉ちゃん
と再挑戦したいです！

ふぞっくんの部屋

今まで人前で歌う機会がなかなか無く、はじめはとても緊張しま
した。バンドメンバーのおかげで楽しく歌えました！ありがと
う！

SKY Blue

参加はしましたが、うまく飛ばすことができず、とても残念です。
来年引き継いでくれたら、成功させてくれることを願っています。

ブラックマジシャン2021



模擬店

⑪有隣庵
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校内図

⑬ハンドボール部
より面白い迷路

⑫賭ケグルイ
inフゾベガス

⑩ぽんぽんしぷぉん

⑨世界の中心で愛叫

⑧クイズ!!!

⑦将棋サロン

⑥犬鳴村

⑤テニス部より
面白い迷路

④café BIG BANG

③Destiny LAB

②naranja

①お食事処ふぞく亭

⑭漫画・アニメ研
究会（非公式）

③Destiny LAB(STA部)

“Destiny”を見つけるラボへようこそ。毎年恒例のASP（相
性診断プログラム）で運命の人を見つけたり、染め物体験・
ガラス工芸体験で大切な人と思い出の品を作ったり。過ごし
方は、運命の数だけ。

②naranja(野球部)

「おかえりなさいませ！」キュートなメイドと、対応も容姿
もイケメンなホストに出会える楽園！お写真も何枚でも
OK♪じぞ美も見ていってね！野球部のギャップに萌え萌え

きゅん♡

⑥犬鳴村(女子バスケ部、演劇部、旧サッ
カー部)

あのホラー映画の村シリーズ「犬鳴村」を、附属高校で再
現！！文化祭の出し物とは思えないほどのリアリティの高
さ！どこから何が現れるか分からない、そんな恐怖体験をあ
なたに。

⑤テニス部より面白い迷路(ハンド部)

テニス部よりも難しくて面白い迷路です！どこを見ても行き
止まり？あなたはこの迷路から脱出し、タイムトライアルに
勝ってワイヤレスイヤホンを手に入れることができるか？！

⑧クイズ！！！(クイズ研究同好会)

ジャンル別クイズ（文学、地理、世界史など）、イントロク
イズ、アタック25とGoogleフォームを使った校内クイズラ
リーを行います！みんなー！ニューヨークに行きたい
かー！！

⑨世界の中心で愛叫(バドミントン部)

アイスの消費量日本一の石川県にふさわしく、おそろいの
パーカーを着たバド部員が12種類もアイスを販売！フォトス
ポットもぜひご利用ください！部員厳選のチェキ風写真でバ
ド部の裏側も見れちゃうかも？

①お食事処ふぞく亭(男子バスケ部)

美味しいおにぎり、いなりずしなどを販売！しっかりお昼ご
飯を食べたい人におすすめです。スマイル０円などのサービ
スも充実！校内のいろんなところから集めてきた面白グッズ
たちも見ていってください！

④cafe BIG BANG(バレー部)

毎年大好評！バリエーション豊かなスイーツをテイクアウト
できます！部員の着ぐるみにも注目！教室全体がインスタ映
えする店内で、幸せなひと時をお過ごしください！！

⑦将棋サロン(将棋部)

暇つぶしにはもってこい！模擬店をまわり尽くしたら、将棋
サロンでゆっくり友達と対戦しませんか？消毒などコロナ対
策もできています！



⑭漫画・アニメ研究会(有志)

ラミネートカードと同人誌を販売します！数に限りがあるの
でお早めにお願いします！100円購入していただくと、あな
たの推しの絵を描きますのでぜひ来てください！

⑪有隣庵(茶道部)

吉はしさんの可愛く美味しい秋の和菓子と、コロナ禍に適し
た「ふるふる抹茶ドリンク」を販売！お手軽に茶道を楽しん
でいただけます！部員も和装でお迎えします♪美術作品横の
スペースで、ぜひ一息ついて行ってください。

第１位 naranja（野球部）

第２位 テニス部より面白い迷路（ハンド部）

第３位 café BIG BANG（バレー部）

⑩ぽんぽんしぷぉん(吹奏楽部)

インスタ映えする美味しい4種類のシフォンケーキとかわい
いフォトスポットをお届け！運が良ければ、部員による楽器
の生演奏も聴けるかも……？！
「お前あれやぞ、買わんと損するぞ」byつかぽん

高校球児がメイドをするという奇想天外さがよかった。再現度が高かった。かわいかった。

しっかり迷う迷路でよかった。

～利用者の声とともに～

ワッフル、かりんとう饅頭が美味しかった。

賭け事は楽しい（真理）。ギャンブル好きには最高

シフォンケーキ美味しかった。

⑫賭ケグルイ in フゾベガス(卓球部)

ここは附属高校の裏の世界。大富豪、スロット、DAMASHI
魂、ストラックアウトなどの豊富なゲームを揃えました。ド
リンクの販売も行います。あなたにとって最高の賭場を、お
届けいたします。さあ、賭け狂いましょう？

⑬ハンドボール部より面白い迷路(テニス部)

迷路を突き進んでペンを見つけ、ミッションをクリアしよう。
クリアタイムが早いほど、景品をゲットできるよ！ハンド
ボール部よりももっとアドベンチャラスで楽しいよ！

ぽんぽんしぷぉん

賭ケグルイ in フゾベガス

後夜祭
開港記念祭2日目の夕方より、第74回開校記念祭の成功を祝って催事部主催の後
夜祭が開催された。今回の後夜祭では気配斬り・仮装コンテストが行われ、仮装
コンテストでは7組がエントリーし、賑わいを見せた。仮装コンテストの結果は、
後夜祭に参加していた生徒による投票によって決定された。気配斬りでは、序盤
のぐるぐるバットで平衡感覚を失う人が続出した。先生方も仮装をして楽しい時
間を過ごしていた。

第1位 メイド

出村翔太・佐藤昌太郎・山本瑚太郎・越原橙・松原豪星・浜野航也・黒口颯太郎

田川庄瞬・小野江達徳・下出真佑里

第2位 岸部露伴
島村潤一郎先生

第3位 ポリス
大木桃花・寄島凪紗・大浦和恋・石橋愛海


