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Rich.1 B1 級グルメタコス

美味しい！チョコバナナ とある男子の大金遊戯

vs A3 もっと知ろう、 もっと考えよう。 日本国憲法

R1 組の企画 Rich.1 はトランプゲームや
ビンゴなどを行い、 大金持ち “Rich.1”
を目指す企画です。 “Rich.1” には豪
華な景品も・ ・ ・？ぜひ Rich.1 へ！！

ブエナスタルデス （こんにちは） ！皆さんは

タコスをご存じですか？タコスはメキシコを代

表する料理の１つです！ B1 組のできたての

タコスをぜひお試しください！

B2 組では、 チョコバナナを販売します。

シンプルにそのまま食べてもいいし、 トッピ

ングもたくさん用意しています。 食前に食

べるも良し、 食後のデザートにもどうぞ！

私たち R6 組の企画は、 ずばりカジノで

す！トランプゲームの他に、ダーツ、ルー

レットも用意してあります。 景品もあるので

ぜひ何度でも挑戦しに来てください！！

A3 組では、 テレビ番組 「VS 嵐」 の人
気アトラクションを教室内に再現します。
幅広い年齢層の方に楽しんでいただける
ものにしますので、 ご期待下さい！

高校生が憲法について深く考える機会
はあまりありません。 そこで、 日本国憲
法発布 70 年の今年、 多彩なゲストを交
えて憲法について深読みする企画を行
います。 皆さんもぜひご参加下さい。

作庭 脱出ゲーム

風船撃ち。 洋モノワッフル

各種クラブ公演

R3 組では、 平安より伝わる日本庭園を中

心に 「日本の美」 を教室に再現します。

多くのアトラクション企画を堪能し、 遊んだ

疲れを、 心安らぐ空間で癒してください。

R4 組は脱出ゲームを作りました。 様々な

アトラクションが用意されています。知力・

体力 ・ 時の運。 何度チャレンジしても楽

しめる企画です。 ぜひお越しください。

「どこに行こうかな～」 と思ったら、 A1 組

の 「風船撃ち」 に行こう！ポイントに応じ

て豪華な景品もあります。 誰でも楽しめま

すので、 ぜひ来てください！！

A3 組では、 ワッフルを販売しています。
甘くて美味しいワッフルを心を込めて作り
ます。 ワッフルの種類も豊富なので、 ぜ
ひ買いに来てください。 よろしくお願いしま
す！

高校棟マルチパーパスでは、 各クラ
ブの日頃の練習の成果を発表しており
ます。

2-B2 205 教室

1-R1 201 教室 2-B1 202 教室

1-R6 206 教室

1-A3 209 教室 生徒会　第一講義室

1-R3 203 教室 1-R4 204 教室

2-A3 208 教室1-A1 207 教室

高校棟マルチパーパス 　記念品
　T シャツ、 バッグ他用意しております

　さあ、 いますぐ販売所へ！

記念品は 2F A エントランス前

　　　　    4F B エントランス前

　　　　    4F シンフォニーホール前

　　　　      にて販売しております。
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教室番号用

視聴覚室

音楽室

毎年ご好評を頂いている音楽喫茶を今
年も開催いたします。 よく耳にするクラシッ
ク音楽から、 あの人気作品のアニソンま
で幅広く演奏します。 ホールでの演奏に
もぜひご来場下さい。

B4 組では、 パフェを販売します。 「甘
い物が食べたいなぁ。」 そんな時はパ
フェ！！！絶対においしいので、 食べ
に来てください。

私たち B1 組の企画、 「コーヒーカップ」
に来ていただければ、 とてもスリリングで、
楽しい時間をすごしていただけるでしょう。
ぜひ、 足をお運びください。

私 た ち B2 組 の 企 画 は、 「The Master 
Plan」、 トランプ、 輪投げ、 もぐら叩きな
ど老若男女みんなが楽しめるゲームを用
意しました。 ぜひ、 来てください！

風船で埋めつくされた教室。 見事制限
時間内に、 当たりの風船を見つけること
ができるか！ B3 組の企画は、 子供から
大人まで楽しめます。 豪華な景品もあり
ますよ！。

A5 組では、 今、 若い女性に人気のあ
るパンケーキとフラペチーノを作ります！
有名店より美味しく、 格安で提供します。
鵬翔祭に来たら必ずここに立ち寄るべ
し！

A2 組では、 とてもおいしいクレープを販
売します。 安心安全を常に心掛けて作り
ますので、 ぜひ来て下さい。 お待ちして
います。

室内楽部 ぱふぇ

コーヒーカップ The Master Plan
1-B1 305 教室

音楽室 2-B4 302 教室

1-B2 306 教室

トレジャーバルーン Eggs'n Toon

とってもおいしいクレープ屋さん
2-A2 307 教室

1-B3 303 教室 2-A5 304 教室

B4 組は、 お祭りでお馴染みのゲームを
楽しんでいただく企画です。 まだお祭りに
行き足りないという方や熱く楽しみたい方
など、 誰でも楽しめますのでぜひ来てくだ
さい！

縁日
1-B4 308 教室
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教室番号用

A1 組では、 氷、 砂糖、 牛乳等を使っ
たフラペチーノを販売します。 味は抹茶
とキャラメルとオリジナルがあり、 その中で
もオリジナルがとてもおすすめです。 ぜひ
来てください！

私たち A2 組は、 小さなお子様から年配
の方々まで楽しんでもらえるような企画を
用意しました。 スプーンに乗せた球を落
とさないようにして、 いくつかの難所を乗り
切ってください。

B3 組では、 チュロスを販売します。 味の
種類は 5 種類！普段あまり食べることの
ない “抹茶味” もあります！値段を安く
しているので、 何回でも足を運んでほしい
です。

夏祭りに行けなかった人、 夏のような熱
さを感じたい人、 我が B5 組の祭りに参
加ください。 漢の気合いや力強さでお客
様を熱くさせます！！

我ら R2 組は、 足ツボをふんだんに使った
スポーツ企画、 その名も 「Round2 ツボッ
チャ」 を行います。 ぜひ来てください！！

SERYY BUCKS cojjee 落とすな、 黄金

俺のチョロス 秋の漢祭り

Round 2　ツボッチャ

2-B3 405 教室

2-A1 401 教室 1-A2 402 教室

1-B5 406 教室

1-R2 414 教室

B5 組では、 タピオカとナチョスの二刀流
で勝負します。 ナチョスにはデスソースも
用意していますので、 チャレンジしてみてく
ださい！のどが渇いたらタピオカを。 お待
ちしています！

みなさん、 ようこそ 「カジノの廃墟」 へ。
カジノと言えばキレイで豪華なイメージがあ
りますが、 今回はそのイメージをひっくり返
します。“敗者になるか、勝者になるか！”

虫の音に耳を傾けながら月明かりに照ら
される和の空間。 長椅子にお掛けになっ
て A4 組自慢のアイス最中をお召し上がり
下さい。 抹茶、 バニラ、 ミックスを御用
意致しました。

R5 組では、 アメリカラスベガスの本場の
カジノを忠実に再現、 ダーツやルーレッ
ト、トランプも充実しています。ギャンブラー
の気分を味わってみませんか？

修学旅行企画委員会です。 高 2 では、
桐蔭初の修学旅行で沖縄へ行きます。
学年全員で行う事前学習を、 先に委員
会内で行いました。 関心を持っていただ
けたら幸いです。

タピオカ＆ナチョス カジノの廃墟

52 期 A4 組謹製アイス最中

修学旅行企画委員会企画

2-A4 409 教室

2-B5 403 教室 1-A4 404 教室

渡り廊下

amore
1-R5 413 教室

部員一人一人が撮影してきた作品を展
示します。 様々な季節の中、 様々な場
所で撮られた個性豊かな作品をお楽し
みください。

写真部
渡り廊下
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文芸部では、 小説の無料配布とイラスト
展示、 毎年好評のプラ板作りを行いま
す。 特に今年は小説冊子に力を入れた
ので、 ぜひ来て下さい！

文芸部
501 教室

パリッとジューシなソーセージにおいしい
チーズソースをのせたホットドッグ！キンキ
ンに冷えたジュースも用意しています。

鵬翔祭本部企画
502 教室

部員一人一人が撮影してきた作品を展
示します。 様々な季節の中、 様々な場
所で撮られた個性豊かな作品をお楽し
みください。

写真部
渡り廊下

今年の書道部は喫茶店をやります !! 書
道作品を眺めながら和菓子を堪能してく
ださい ! 書道部員一同心よりお待ちして
おります。

書道喫茶鈴屋
書道部　503 教室

IAC 部では、 今年の支援先のミャンマー
のシャンソバという料理や FT 品の販売を
行います。 利益はすべて支援金になりま
すので、 買い物で国際貢献してみませ
んか？

インターアクト部
504 教室




