


　高崎高校第７０回翠巒祭にお越しいただきありがとうございます！実行委員長を務めている砂盃諒です。３

年ぶりにお客様をお迎えして翠巒祭を開催でき、生徒一同心から嬉しく思います。

　新型コロナウイルスの感染拡大が始まったのは、私たち３年生が高高に入学する直前のことです。この影響

を受けて翠巒祭も第６８回は中止、第６９回は無観客開催となりました。「コロナ禍の今、なぜ翠巒祭をやるの

か。」「翠巒祭を開催する意義はどこにあるのか。」自分たちはこのような問いと向き合いながら、1年間準備を

進めてきました。その過程では、先行きの不透明さゆえに順調にいかないこともありました。しかしそんな時だ

からこそ、この翠巒祭が新しく生まれ変わるチャンスが到来したと感じています。

　翠巒祭は「高高生の主体性の象徴」です。何をやりたいのかを生徒自身が考え、生徒自らの手で

創り上げることに体現される「真の主体性」は、第１回から脈々と受け継がれてきた伝統です。そして、記念すべき７０回目の開催となる今

回は「今後高高はどのように進化するのか」ということを伝えるのに相応しいクオリティーに到達したはずです。

　私たちの代（１２２期）が最高学年として今日を迎えることができたのは、コロナ禍において様々な思いを抱きつつも、翠巒祭の未来のため

に多くのことを教えてくださった１２０期・１２１期の先輩方のおかげです。この場を借りて感謝申し上げます。

それでは、群馬で最強である（！？）高高生が完成させた文化祭をお楽しみください！

　翠巒祭実行委員長　
　122期　砂盃 諒

生徒会長
122期　小菅 慈人

校長　
小林 智宏

　第70回翠巒祭ようこそ！全日制生徒会長の小菅と申します。

本日はご来場ありがとうございます。私が毎日２４時間のうち半分以上を過ごす、此処、高崎高校は第

２の我が家のようなものですので、どうぞ御遠慮なく、ゆっくりしていってください。

　私が中学3年生の時に初めて訪れたのは、第67回翠巒祭〜May Fly〜。私はあのときに手にしたパ

ンフレットを受験勉強の合間によく眺めては大事にしていました。1ページ1ページに高々生の叡智と工

夫が詰め込まれており、読むたびに感動を覚えました。そんな憧れのパンフレットにこうして、自分の文

章が載ると思うと、キーボードを打つ手が震えます。

当時の生徒会長の挨拶の中で、「課題が３時までやっても終わらず、先生に謝りに行くと、寝なければ

良かったじゃん、と言われた」というものがありました。そんなことあるのだろうかと思っていました。高々

に入学するまでは、、、。本当のことでした。

入学早々、最初の古文の授業で予習をやってこなかった私は、いきなりみんなの前で立たされました。戦慄が走りました。しかし、それか

ら２年間の高々生活を経て、私は気づきました。そう、課題とは生徒へ注がれた愛なのです。そして、私も高々が大好きなのですから、ま

さに両想いといったところでしょうか。男子校でも恋愛ができました。そんな一途な恋心で生徒会長となり、最高の仲間、最強の先生方に

囲まれ、本当に幸せな日々です。

　ちなみに私、本日は玄関にて、皆様にスリッパをお配りしている予定です。ぜひ会いに来てください。

　それでは最後に、ご来場いただいたお客様、ご協力いただいた方々への感謝を込めて、、、。

「Fiat LXX（ﾌｨｰｱｯﾄ ﾙｸｽ）！！！」

ご挨拶

マの下、決して手を抜くことなく、巨大壁画やアーチを始めほとんど全ての企画を高い完成度
で遂行するとともに、ニューノーマルに対応した新たな発表・発信方法を試みました。
　そうした昨年度の取組を通して、年々規模を拡大してきたコロナ以前のやり方を見直し、伝
統に頼るだけでなく、これからの時代に持続可能で、かつ、高高でしかできないことを追求し、
新たな伝統を作り上げようという気運が生まれてきました。そして、コロナ禍の予断を許さぬ状
況が続く中で、できることを最大限行うこととし、３年ぶりの有観客開催を目指して準備を進め
てきました。今回のテーマ「 Fiat LXX」に込めた高高生の心意気を感じ取っていただければ幸
いです。

　本日はお越しいただき、ありがとうございます。おかげさまで、記念すべき第 70回を迎えること
ができました。
 　歴史を遡りますと、 1949（昭和24）年11月に「第１回文化祭」を行い、その後 1960（昭和35）年
から「翠巒祭」として、緑の山々（翠巒）が学校を取り囲む初夏の時期に毎年開催することになり
ました。マンネリ化を憂う意見や見直しの議論もありましたが、代々の生徒がそれらを克服し、
生徒主体で１年がかりで作り上げる本校最大の行事として回を重ねてきました。
　そのようにして伝統となった行事が、一昨年度はコロナ禍により中止を余儀なくされました。そ
のことは、毎年行う意義を再認識する契機となり、昨年度はまん延防止等重点措置の中で無観
客開催としましたが、伝統を継承し発展させるため、「 June Pride」のテー

６カ国語に対応！！！
挨拶文は他の言語でも
ご覧にな
れます。
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はじめに
例年であればこのパンフレットに企業様の広告を掲載させていただいて
いますが、今年度は新型コロナウイルスの流行により開催形態がなかな
か決まらず手続きが煩雑になることを避けるため、広告は掲載しないこと
になりました。例年の広告欄にはポスター・パンフレット班の各班員が豆
知識やクイズなど興味深いことをたくさん記載させていただきました。ぜひ
ご覧ください。



TIME TABLE
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※校舎内への入場は 16:00以降できなくなりますので、ご注意ください。
※雨天時は第2体育館でイベントを行います。

6月4日（土）

6月5日（日）

翠巒
会館

イベント
ステージ

第1
体育館

屋外

中庭

すいらん

　

翠巒
会館

イベント
ステージ

第１
体育館

屋外

中庭

弓道場

12:00             13:00             14:00             15:00             16:00             17:00

    9:00      10:00        11:00       12:00       13:00      14:00     15:00    16:00

合唱部
12:30~13:20

吹奏楽部
13:45~14:45

マンドリン部
15:00~16:00

和太鼓部
12:00~45

ミス
タカタカ
2022
予選α

13:00~45

Takataka’s 
Got Talent
13:45~14:45

ストロングマン
チャレンジ
タカタカ

15:00~45

ミス
タカタカ
2022予選β
16:00~30

eスポーツ
12:00~14:45

應援部
15:00~16:00

和
太
鼓
部

16:15~30

マンドリン部

10:45~11:45

和太鼓部

9:00~45

ミス
タカタカ
2022
予選θ

10:00~30

吹奏楽部

10:00~11:00

應援部
中庭
披露

10:30~45

翠巒ステーション

13:30~15:30

ガチムチ
幻影旅団
13:00
    ~30

合唱部
14:15~
15:05

97人
の壁

13:45~
14:15

ミスタカタカ2022
決勝大会

14:30~15:30

エキセン
トリック
グランド

フィナーレ

15:45~16:30

２
部
と
３
部
の
間
の
た
め
入
場
不
可弓道部　9:00~12:00

軟式野球部
午前中



Q.物を無くしました。

A.インフォメーションセンターへお願いします。

Q.物を拾いました。

A.黒いTシャツを着た実行委員またはインフォメーションセンターへお願いします。

Q.ベビーカーを預かって欲しいのですが。

A.部室棟のトイレ付近に専用の預かりスペースを作りましたのでご利用ください。

Q.トイレの場所はどこですか。

A.第一体育館、部室棟、各校舎各階、翠巒会館にあります。

　パンフレット裏表紙またはお近くの実行委員まで。

Q.道に迷いました。

A.校舎外ならパンフレット裏表紙校舎内ならパンフレット P12,13を御覧ください。

Q.怪我をしましたor体調を崩しました。

A.お近くの実行委員まで。保健室までご案内します。

Q.今何をやってますか。

A.パンフレットP2のタイムテーブルを参照ください。

Q.高高生に恋してしまいました。

A.勇気を出して告ってみましょう。

　振られても自己責任でお願いします。

Q.校舎の出入り口はどこですか。

A.模擬店街の近くとイベントステージの近くにあります。

それぞれパンフレット裏表紙の「入口」、「出口」と書いてあるところです。

Q.高高にきたら一度はやってみたほうがいいことってなんですか。

A.･･･3F池の上を漂う木の葉を傘と風を使って歩いてみること ?(自己責任で♡)
Q.今最も恐れていることはなんですか？

A.検閲に引っかからないか、ですね。恐くて夜しか寝られません。

Q.何を質問したらいいですか？

A.ネタ切れてきました？なんでも聞いてください。

Q.じゃあ...無人島になにか一つ持っていくとしたらなにを持っていきます？

A.

翠巒祭Q＆A

豆知識：ゼウスにも親がおり、先祖をたどるとカオス神にいきつく

３



豆知識：五つ子が生まれる確率は3億3211万110分の１

　　　Fiat lxx

マスコット・テーマ紹介

翠巒祭マスコットキャラクター

ラテン語で「光あれ」という意味の「Fiat Lux」の
Luxを70thの70にかけて、ローマ数字の70、
すなわちLXXとしました。
天地創造の初めの言葉、暗い夜を明るく照らし新たな日
を生み出す言葉です。高高生の美しい光がお客さんの心
と翠巒祭に永遠の輝きを与えるよう願いを込めました。

テーマ

翠巒祭の翠巒ってなんやねん！という方へ
翠巒祭の翠巒の意味がわからなくて夜も眠れないことでしょう。そんな皆様に安眠を提供
するため、この度とうとうその秘密が明かされます。 
「翠巒」とは「深い緑の連なる山々」を意味し、我らが高崎高校の代名詞となる言葉
です。そしてこの「翠巒」は、高崎高校を囲む観音様丘陵を表しています。 
「翠巒」という言葉の通り、翠巒祭はそののびのびとした自由奔放さが大きな魅力の一
つです。時間いっぱい、思う存分お楽しみください。 
まだ翠巒の意味がわからない人は、お近くの高高生にお声掛けください。嬉々として教
えてくれるでしょう。 

名前　ラークス 
特徴　太陽の塔の顔がツボ 
好物　甘納豆 
※　運動は苦手だが、スケ
ボーに乗ることで70km/hを出す
ことが可能。 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豆知識：最長の英単語はpneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis

各種ご案内

壱        ゴミステーション
翠巒祭では、環境保護のため、ごみの分別回収を行っています。
分別は箸、串、パック、缶、瓶、ペットボトル、その他燃えるゴミとなっていま
す。
ゴミステーションでは、清掃を愛し清掃に愛された清掃課員がおりますの
で、お気軽にご利用ください。
ゴミステーションの場所は、模擬店の飲食スペースの出口付近です。
大きな看板が目印となっています。
また、模擬店以外で出たゴミは全て各自で持ち帰りとなりますので、ご理解
の程よろしくおねがいします。
より良い翠巒祭を実現するために、ぜひご協力ください。

弐       ベビーカー預かり所
校内展示を安全にご覧いただくために、部室棟にてベビーカーをお預かり
いたします。当日、お近くの実行委員までお声掛けください。

参   指⽉庭芝⽣への⽴⼊禁⽌のお願い
芝生の保護のため、立ち入りは禁止とさせていただきます。ご協力の
程、よろしくお願いいたします。

♡高々おすすめ告白スポット♡
体育館裏 指月庭 プール

ど定番！！ 
誰にも見られない
状況で、二人だけ
の秘密を作っちゃ
おう！ 

周りの目なんて気にしな
い！そんな恋に盲目な
紳士諸君、指月庭のベ
ンチであの子を落として
みないか？ 

漢なら場所なんて気に
しない！振られたら水
の中へ飛びこめ！ 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豆知識：1年の中でも二酸化炭素濃度は夏が薄く、冬は濃い

★翠巒祭WEBサイト

★Twitterアカウント　　★YouTubeアカウント

★Instagramアカウント

翠巒祭公式サイトでは、翠巒祭終了後もお楽しみいただけるよう、
　このようなコンテンツを随時更新していく予定です。
　　　　　　　ぜひ、アクセスしてみてください！

来場者数発表

今年度の来場者数を
発表いたします。

翠巒祭の様子
開催当日の展示やイベン
トの様子を動画や写真で
公開していきます

公式サイトにて
アンケートをやっています。ぜ
ひご参加ください。

　　　　　〜公式サイト〜

６



豆知識：訓読みの『訓』は音読み

翠巒祭限定タオル 

　　　　　１０００円

翠巒祭限定缶バッチ 

　　　　　２００円

昨年の翠巒祭限定タオル 赤 

　　　３００円

翠巒祭限定ファイル 
　　１００円

今が
お買い得！

　　　　　高高生御用達　カフェ・ド・プランタン名物「高スペ」とは？？

高崎高校の目の前に佇むイタリアン＆喫茶「カフェ・ド・プランタン」。今まで数々の高高生が
食してきた伝統的なメニューがある。それは「高高スペシャル」通称
「高スペ」と呼ばれる悶絶必至の超激辛スパゲッティである。通例、部活動での新入生歓迎
会などで新入生が先輩の奢りで食べることが多い。そんなカフェ・ド・プランタンでは激辛だ
けでなくカジュアルイタリアンをメインにした料理も味わえる。
皆様もぜひ足を運んではいかがだろうか。

７

※全て税込価格です。

限定グッズ販売



・アイス

私はあなたが暑いことは知っています。

・ドリンク

私はあなたが乾いていることを知っています 。

・パン

おばちゃん厳選購買のパン！！高高生に人気のパンが

揃っております。

高高生の99％はこれでできている。

豆知識：かくれんぼで鬼が勝手に帰ると監禁罪になる

食堂喫茶店

喫茶店：場所2−1

※飲食は被服室又は２ −１、２−２の教室に限らせていただきます。

なお30分に一回入れ替えを行いますのでご了承ください。

※飲食時以外でのマスクの着用・手指消毒などの感染症対策の徹底をお願い

致します。

※出口付近にゴミ箱を設置しております。

※両替はできません。ご了承ください。

※売り切れ次第販売を終了させていただきます。

※休憩場としてお気軽にご利用ください。

食堂喫茶店のメニューの詳細
はこのQRコードから！

高崎高校も指定されている  “SSH” ってなぁに？

　説明しよう！SSHとは、スーパーサイエンスハイスクールの略で、文部科学省から
SSHの指定を受けた学校のことである。高高では、 SSH事業として「Society5.0時
代を牽引するリーダーとしての資質・能力を備えた人材を育成する」ことを目標に
様々な教育活動が行われているよ。また、２・３学年には SSHの活動に特化した
SSHクラスというものがあるよ。 SSHに興味があって高高に入学した人も多いらし
い。すごいねSSH！！

８



〈模擬店をご利用の上での大切なお願い〉
①マスクの着用や手指消毒など 基本的な感染症対策にご協力ください。
②飲食はすべて飲食スペースをご利用ください。食べ歩きなどをせず、着席 をお願
い致します。
③模擬店はすべて食券制となっております。メニューや販売状況等、詳細は下記 2
次元コードからご確認ください。
④その他スタッフの指示には必ず従ってください。
以上の点にご協力いただけない場合、模擬店のご利用をご遠慮いただきます。皆さ
まの健康と安全のため、ご協力をよろしくお願い致します。

〈模擬店のご案内〉

校舎 校舎

指月庭

翠巒会館
飲食スペース

飲食スペース

入口

出口

締切

①          ②③          ④

⑤            ⑥        ⑦⑧

数字は下記の番号と
対応しています

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

チュロス

ドリンク各種

アイス
チョコバナナ

かき氷

ペットボトル

つぶつぶ
アイス

焼きそば

フランク
フルト

¥200

¥300

¥200

¥300

¥300

¥100

¥200

¥300

北門

商品は予告なく販売中止になる場合があります。
お買い求めいただいた食券はなるべく早くご使用ください。

〈各店舗のメニューと販売状況〉
各店舗のメニューと販売状
況、模擬店の詳細なご案内
は左の2次元コードからご
確認いただけます。スマート
フォン等の端末をお持ちで
ない方はスタッフまでお申し
付けください。

公式
Twitter
Instagram

〈模擬店をご利用の
お客様へ〉

右の2次元コードから皆様の
ご意見をお聞かせください。

食券
売り場

メニューをご覧になり、
購入するものを

決定してから列に
お並びください

※Android端末で販売状況が見られない場合は
「Googleドライブで開く」をご利用ください。

模擬店
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豆知識： カモシカの汗は青い

高高ってどんな学校？　〜高高あるあるをご紹介その１〜 
 
①  彼女持ちを羨みがち。。口を開けば、「彼女が欲しい」 
②  学校絶対に休みにならない。。例え雪でもミサイルでも。。 
③  赤城合宿の登山舐めていると痛い目あいがち。片道1時間の険しい登山 
④  対面式のあと新1年生が必ず言うセリフ「入る学校間違えた。」 
⑤  応援歌（翠巒）の歌詞難しくて、なかなか覚えられない。。 

門

校
内
展
示
へ

ガラガラ

入口 出口

校舎外へ

今年で４回目を迎える投票所装飾。
今年のモチーフは！！メルヘン！！
お客様をおとぎ話の主人公に見立てて校舎内の魅力溢れる展示に誘う、
そんなイメージで装飾を行いました。また、玄関には矢作副実行委員長お
手製の２メートルを超える巨大ガラガラもあります。ぜひ、男子高校生が
作り出すﾒﾒﾒΣ(●´д`●)ﾒﾁｬｶﾜｧｰな空間をご堪能ください。そして校舎
を後にする際は、一番楽しむことのできた展示にあなたの一票をご投じく
ださい。 
 
　　　　　　　　　　　　　　一般展示班チーフ　　３年　小林 暖 

投票所マップ

投票はこちらから！！

投票所

校内一般展示人気投票のお知らせ•お願い　その１

１０



豆知識： ライターはマッチよりも先に発明されていた

表示速度が爆速！　阿部寛さんのホームページ

俳優/阿部寛さんのホームページをご存知だろうか。彼のホームペー
ジの表示は世界屈指の速さなのです。そのため、接続テストとして利
用されることがあるようです。また、表示までのタイムを競うRTAや、
逆に表示までのタイムを出来るだけ遅らせる逆RTAが生まれる始末
だそうです。
阿部寛さん、恐るべし。

　　クラス展⽰・部活動展⽰の”BEST”に投票を！ 

翠巒祭では、どの展示が良かったかを調査する、人気投票を行っていま
す。そのため、ご来場いただいた方に、クラス展示・部活動展示のそれ
ぞれから、最も良かった展示を1つずつ選び、票を投じていただいており
ます。正面生徒玄関にて、投票を行います。得票数の最も多かった展示
がナンバーワンとなります。皆様の一票一票がカギになりますので、ご
協力のほどをよろしくおねがいします。

校内一般展示人気投票のお知らせ•お願い　その２
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豆知識：

(2-1)       (2-2)

入
口

校舎内展示マップ

※上から3F、2F、1F
　横線は階段です。

(1-1) (1-2) (1-3) (1-4)

(2-3) (2-4)

(3-1) 　   (3-2) 　(3-3)　 　(3-4)
WC

WC

WC
應援部 物理部 化学部

食堂喫茶

２−１  

３−１

数学部

３−６

１−２
１−６

２−３
１−３

麻雀には33万分の1でしか出ない役がある

男

女

女

皆さんは投げ銭 (スーパーチャット )という行為をご存知だろうか。
これはYouTubeなどの動画サービスのライブ配信に見られる行為であり、ライブを行っている
配信者へのコメントにいわゆるおひねりを添付して送信するものであり、推し活やコメントを読
んでほしいときに使用する。先日実況者として有名な加藤純一氏の結婚披露宴のライブにて
2億1500万円を一度の配信で集めた。この金額は 2021年の年間最高額であり、 2位の人と
2000万円の差がある。
皆さんは2億あったら何しますか？僕は毎日コンビニおにぎりを食べます。

１−１

１２



豆知識：

図書館
(一階１−６，１−７付近廊下左折)

文芸部

購買
（２F　食堂付近）

JRC部

(1-5) (1-6) (1-7) (旧1-8) (旧1-9)

(2-5) (2-6) (2-7)

(3-5) (3-6) (3-7)

(旧2-8) (旧2-9)

(旧3-8) (旧3-9)

囲碁
将棋部

鉄道
研究部

山岳部 通信制
会計
本部

WC

WC

WC

３−５
２−５

新聞部 ３−３
２−４

３−７ ３−２

１−４
１−５

２−６
２−２

３−４ ２−７ １−７

車内換気は対角線上の窓を開けるのが最も効率が良い

男

男

女

公立高校で男子校があるのは鹿児島と埼玉と栃木そして我らが群馬くらいである。
なんと凄いことだとは思わないだろうか。きっとこれには福田赳夫もびっくりだろう。
男女平等を謳う現代において公立の男子校とはマボロシに等しいだろう。 (全体の約２パー
セント。　意外とあるじゃん・・・ )　そんな獣の巣窟男子校は近年凄いスピードで減少してい
る。もうレッドリストに載ってもいいと思う。このままだとこの高高さえも
なくなってしまうかもしれない。ジェンダーレスの波に男子だけの素晴らしき文化は
飲まれてしまうのかっっっっ？！次回！男子校絶滅。　上毛かるたスタンバイ！！
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豆知識：

鉄道
研究部

囲碁  ・
将棋部

数学部

化学部

物理部

應援部

会計本部

通信制

山岳部

ラクダは三重まぶたである

廊下

イベント
ステージ

中庭

正面玄関

　　　

渡り廊下

１F

高高ってどんな学校？　〜高高あるあるをご紹介その２〜 
 
⑥　校内競技会のクラスTシャツ癖強すぎ。。 
⑦　定期戦実行委員長のVカットは伝統 
⑧　入学後他校の友達に言われる言葉「高高って真面目だと思ってた」 
⑨　挨拶は「おはよう」ではなく「おっす、うっす」 
⑩　定期戦でのヤジはもはや公開不可　 

1F   クラス展⽰
   部活動展⽰

應援部

物理部

化学部

図書館へ
（文藝部）２Fへ

２Fへ

１４



豆知識：

　　  鉄道研究部　　            　山岳部　

　　　 数学部 　　　　　　囲碁・将棋部

痛車制作にはキャラクターの著作権が絡むために許可が必要

「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」　の真実　

この言葉は福沢諭吉の著書「学問のすゝめ」の前文で、とても有名ですよね。
ところで、あなたはこの言葉を言った福沢諭吉の意図を理解していますか？
実は、平等をうたった言葉ではないのです。正しくは、「人は生まれながら平等である、
とアメリカでは言われている。でも、実際は賢い人と愚かな人、裕福な人と貧しい人が
いて差がある。だからこそ、その不平等を埋めるため、勉強することをお勧めする」な
んです。　
他にも間違えて解釈されている名言があるので調べてみてはいかがでしょうか。

1F２F   クラス展⽰ 部活動展⽰

文藝部　　　　　　　　JRC部
※２F購買です。次ページ参照
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➜

　３−３
　２−４

 WC(女)

    ３−７

    ３−２

  喫　茶

  喫　茶

　３−６

　３−５
　２−５

  新聞部

 WC(男）

　
　３−１
　

  食　堂

　北校舎

中
庭

  非常階段

　非常階段

２F　クラス展示
　　  部活動展示

2F

豆知識： 牛乳を温めたとき薄い膜ができる現象をラムスデン現象と言う

　　　　邪馬台国って当時どこにあったの！？
　　　　　　　　　　〜謎に包まれた邪馬台国の場所〜
①近畿説　　　　②九州説　　　　③騎馬民族征服王朝説
　　　　　　　　解説は次のページへ....

３年１組

３年６組

３年５組＆２年５組

購買
（JRC部）
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豆知識： フランスには「Y」という場所がある

　   ３年７組　　　　  　　３年２組

　2年7組　　　　　　1年2組＆1年6組

　　2Fクラス展示・部活動展示

         新聞部     　         ３年３組＆２年４組

目に見えるのが真実とは限らない。 
ニュートンは本当にリンゴが木から落ちるのを見て
万有引力を思いついたのか？ 
「コロンブスの卵」という言葉の基になった事件は実
際に存在したのか？ 

　　　　　　　３−７の教室でお待ちしています。

①近畿説
・「卑弥呼の墓」と考えられる箸墓古墳のある纒向遺跡が邪馬台国である。
・卑弥呼が魏から送られた銅鏡（三角縁神獣鏡）が近畿から最も多く出土している。

②九州説
・「魏志」倭人伝に登場する楼観や宮室の遺構がある吉野ヶ里遺跡が邪馬台国である。
・三角縁神獣鏡は国産の可能性がある。

③騎馬民族征服王朝説
〜大陸からやってきた騎馬民族が弥生人を征服し、大和政権を立てたという説〜
・前期古墳から中期古墳にかけての副葬品に馬具が急に出現しているということ。
・天皇の系譜：第十代天皇、崇神天皇の出身は朝鮮半島。

１７



豆知識：少女Aという歌と熟女Bという歌がある。

➜

3-4　

 WC(男)

2-7

 1-7

  １−１

  ２−１

２−３
１−３

　1-4
　1-5

2-2
2-6

 WC(女）
   

１−２
１−６

　

　北校舎

中
庭

  非常階段

　非常階段

3F

高高生がネタ尽きるレベルは
女子高生がスマホを手放すレベル、ハーゲンダッツがガ
リガリ君とコラボするレベルと同意義です。

３F　クラス展示

２年１組

１年１組

１年２組＆１年６組
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豆知識：

２年３組＆１年３組　　1年4組＆1年5組

　2年2組＆2年6組　     　    ３年４組

テレビ東京伝説

　あの皆さんご存知テレビ東京には日本を明るくしたという伝説がある。
東日本大震災が発生した翌日、各テレビ局が緊急特番を３〜４日放送する中、テレ東
は深夜アニメ「テガミバチ REVERSE」をはじめとした通常番組を放送した。単にテレ
東に人手が足りなかっただけということもあるが、アニメの放送は間違いなく当時の子
どもたちの心の拠り所となっただろう。

切手を舐めると2kcal摂取できる

　　　　　３F　クラス展示

２年７組　                １年７組

 １９



豆知識：白くまはみんな左利き

【ECCENTRI CITY】
エキセントリアンと呼ばれる
⾼⾼⽣らにより作られた町。
⾼⾼の政経、⽂化の中⼼地。
イベントステージが置かれ、
エキセントリアンによりさま
ざまなエンターテイメントが
繰り広げられる。

イベントステージ
タイムスケジュール

　　　　　　　　　　　　　海外旅行豆知識

インドネシアでは、左手は不浄とされており、握手、お金の手渡
しといったときに左手を使うのはマナー違反。

イタリアのトイレは便座、備え付けのトイレットペーパーがなく、
用を足す用のものと、ビデ用のものと2つある。

２０



豆知識：一生使わない英単語　anatidaephobia

CITY】

アヒルに見られること恐怖症

２１



豆知識：人の大腿骨はコンクリートより硬い

間違えられやすい日本語たち

閑話休題：本題を区切って、世間話などをすることと思われがちだ
が、本当は逆で、世間話などを区切って本題に入ること。

知恵熱：頭を働かせてでる熱だと思われがちだが、本当は、5、6
歳の子供が突然だして、1日くらいで引く熱。

２２



豆知識：ケンタッキーの秘伝のレシピを知っている人は世界に二人だけ

学力 運動 清潔さ モテ度 木の質 土の質 山の質 水の質

高高 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

前高 ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

永遠のライバル！？　高高と前高徹底比較！！！

２３



豆知識：人口ピラミッドには星型とひょうたん型もある

TAKATAKAʼS
GOT TALENT

⾼⾼⽣最強の
歌うまを決める
オーディション ミスタカタカコンテスト

2022
予選α,β,θSTRONGMAN

CHALLENGE
TAKATAKA

⾼⾼のきんにくんたちが
⼰の筋⼒を競う⼤会

　　　　星型　　　　　　　　　　　　   ひょうたん型

２４



豆知識：ドSの起源となったサディズムという人はドMだった

ガチムチ幻影旅団

⾼⾼の
真の姿がここに！ミスタカタカ2022 

the FINAL
群⾺県最⼤級のミスコン

今年のテーマは
「可愛い、美しい、愛したい」 97⼈の壁

最愛の知識で
 ゲストを撃破せよ。

地中に含まれる元素ランキング

1位.酸素 2位.ケイ素 3位.アルミニウム

4位.鉄 5位.カルシウム 6位.ナトリウム

２５



SUIRAN
STATIONS ６/５ （日）　

会場：第一体育館

ダンス＆バンドイベント

Opening Act  13:30~

生徒会総務　PERFECT HUMAN  14:15~

Ending Act   15:10~

①

②

③

④

⑤

 Da 

 Da 

 Da 

 Ba 

 Ba 

Take a picture　(NiziU)
うまぴょい伝説   (ウマ娘)
 Pretty U　 (SEVENTEEN)

タイムテーブル　　　　　　　　　       Time table

キュン   (日向坂46)

[13:30~]

WADADA                     (Kep1er)
ダンシングヒーロー      (荻野目洋子)

Mela！                         (緑黄色社会)
カブトムシ　　　        (aiko)
AMBITIOUS JAPAN      (TOKIO)

ないものねだり   (KANA–BOON)
これからのこと   (ケプラ)
 lovers　　　　　(sumika)

ダンス：  Da
バンド：  Ba 

２６



２７

ステージ

立ち見
※立入禁止エリアあり

　  座り見
入
口

出
口     校

    庭

 弓
 道
 場

第一体育館

テニス
コート

室
内
練
習
場

部
室
棟

   校舎

① 硬式野球部 ② サッカー部

③　剣道部

    Erected Boys

     cut the cheese

④

⑤

野球だけじゃないってとこ
ろをみせつけます。
今日ぐらい僕達も格好つけ
ていいですよね。

１年サッカー部によるダンス
｢WADADA｣です。１ヶ月とい
う短い練習期間でしたが良い
出来になりました。
高高サッカー部変人１８人
ダンシングヒーローからのマ
ツケンサンバのギャップに萌
えちゃうよ！
ちょっと変わったステージをご
覧あれ！

毎年メンバーを変えなが
ら、けれども吹奏楽部であ
ることは変わらない僕達、
今年も皆さんのエモいで埋
め尽くします。

軽音楽部じゃないメンバー
で構成されたバンドだけど
僕たちの演奏を
楽しんでいいただけると嬉
しいです。惚れた女性
(お母様方も)は後でDMを
お願いします。

いつもは男の声しか聞けな
い僕達も今日はみんなの
心をキュンキュンさせて黄
色い声援をかっさらいま
す。



豆知識：野菜のオクラは英語である

第56回 定例リーダー公開

誰もが一度は経験したことあるあんなことやこんなこと

シャーペンの向きを間
違えて親指損傷  爪切ったときにどっ

か飛んでって消息
不明 

冷蔵庫の中の光
がいつ消えるか
の駆け引き 

我々應援部は、⼰の⼤望を叶えるべ
く⽇々奮闘する⾼崎⾼校の⽣徒に炎
炎たるエールを送る為、常⽇頃から
多くの修練を積んで参りました。今
回はその集⼤成として強くも美しい
演舞を皆様に披露致します。先代よ
り確かに受け継がれて参りました我
ら⾼崎⾼校應援部⾃慢の豪気を感じ
ていただけたら幸いです。押忍。
     應援部主将 江坂 真⼄

演目
１．翠巒　２．数え歌 
３．富士の白雪　 
４．大望　５．敵軍　　
６．攻撃　７．天行く翼
８．校歌 

６月４日
【ラグビー部】  １２：００〜  vs前橋育英・⾼崎⼯業  ※河川敷にて
【マンドリン部】 １５：００〜１６：００  with⾼⼥

６月５日

【バスケットボール部】  ９：３０〜１２：００  vs渋⾼
【軟式野球部】         午前中      vs⾼商・前商
【剣道部】           午前中      vs館林・渋⾼
【⼸道部】        ９：００〜１２：００  vs⾼⼥
【合唱部】       １４：０５〜１５：０５  with渋⼥

勇姿を
目に焼き付けろ

定期演奏会・招待試合のご案内・應援部
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豆知識：ニシローランドゴリラの学名はゴリラ・ゴリラ・ゴリラである

翠巒Fes 会場：翠巒会館
◎入場料無料

　　　　　　　　　　　　　　 <合唱部>　　　<吹奏楽部>　 　<マンドリン部>
　　　　　　　　　　　　    12:30〜13:20     13:45〜14:45　   15:00〜16:00

　　　　　　　　　　　　    <マンドリン部>　    <合唱部>　　  <吹奏楽部>
　　　　　　　　　　　　     10:45〜11:45　   14:15〜15:05      ─────

６月４日  (土)

６月５日  (日)

マンドリン部：マンドリンの奏でる優しい音をお楽しみください

合唱部：男声合唱によるハーモニーをお楽しみください

曲目：怪物、花に亡霊、ドラゴンクエストなど

曲目：小さな恋のうた、群青、全力少年など

吹奏楽部：パワフルかつ繊細な高高吹部をお楽しみください

曲目：モンスターズインク、Monster、宝島など

吹奏楽部コンサート

in 体育館
５日  (日)10：00〜11：00

１日目限定：カイト　　２日目限定：高女とのコラボ曲
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豆知識：日本語は薬を「飲む」、英語は「摂る」、中国語は「食べる」

ℚ𝟙. 高高は好きですか？

ℚ𝟚. 彼氏または彼女がいますか？

ℚ𝟛. あなたの好きなタイプは？  (男女不問）

・好き … 83.8% 
クレイジーで面白い　/　服を脱げるから　/　男子校ならでは
の自由　/　みんな狂っていて自分が浮かないから　/　パ
ジャマで登校してるけど全然バレないから　/ 
高崎駅にはスタバが３つあるから 

    好き
   83.8%

  嫌い
16.2%

𝔸.

・嫌い … 16.2% 
自動販売機にヤクルトがないから　/　授業の進み早す
ぎぃ！　/　高高生が恐怖だから　/　無意識に男の子が好
きになってしまうから 

・彼氏 ･･･ 13.5% 
 
・彼女 ･･･ 10.8% 
 
・いない ･･･ 75.7% 

いない
75.7%

 彼氏
13.5%

 彼女
10.8%

𝔸.

𝔸.  草タイプが好きです　/　橋本環奈似の男　/　黄金の精神をもつ人　/　１１〜１４歳ぐらいの天

真爛漫な女の子　/　これを読んでいるJK　/　昼はプロテインしか飲まない仕事が早い人　/　男の
子だったら低身長で可愛い子、女の子だったら小柄でうるさくない子

高高生アンケート!!!

髪の毛が後退しているのではない。私が前進しているのである。 
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                      孫 正義 

高高にいれば彼女より彼氏がいる人が
多いのは必然！！！

この人たちは夢でも見ているのだろうか
……

圧倒的多数派！！実家のような安心
感！
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✩ 来たる翠巒祭に向けて一言お願いします！

ℚ𝟙𝟙. 幸せを感じる瞬間は？

ℚ𝟙𝟘. あなたにとって男らしさとは？

ℚ𝟡. 中学生に戻れたら何をする？

ℚ𝟠. 恋人に求める条件は？

ℚ𝟟. あなたが自慢したいことは？

ℚ𝟞. 大学生になったらやりたいことは？

ℚ𝟝. 高高はどんなところ？

ℚ𝟜. あなたのチャームポイントは？

𝔸.  帰るべきところ　/　ワクワクするカルフォルニアの路地裏みたいなところ　/　住めば都　/　 
THE名門校　/　猿の収容所 　/　託児所の延長みたいなところ

𝔸.  人が怒られているとき　/　高高を卒業するときに感じる予定　/　承認欲求を満たしたとき　

/　エクスタシー！！　/　教頭先生が目に入るとき

𝔸.   自分を好きでいてくれること　/　変なミスをしない人　/　a ＞０であること　/
呪○廻戦のリカちゃんくらい一途な人　/　圧倒的顔
 

𝔸.  ピーマンが食べれるようになったよ！　/　てんどんまんへの造詣が深いこと　/　
まだ誰にも汚されていない清純なお・と・こ・の・こなところ　/　高高在籍　/　７０歳までいける　/　
オープンカーに乗ってること　/　１７年間生きてきたこと

𝔸.  頬にできるえくぼです　/　声と顔と不器用なところ　/　上に凸するところ　/　
指名手配犯のような目つき　/　白血球がちょっと多い　/　お茶目なところ　/　逃走中の声真似
ができる　/　シャツイン　/　天パ　

𝔸.  ３F精神の何たるかを見せつけたい　/　女子と遊びたい　/　CDデビュー　/　推しへの満

額スパチャ　/　トリプルコーク１４４０　/　翠巒祭　/　スマブラ

𝔸.  陽キャになる　/　インサイダー取引　/　女子の連絡先獲得(現在０)　/　開成を受験する　

/　担任のパソコンのハッキング　/　女子のものをペタペタ触る

𝔸.  男気じゃんけんに勝つこと　/　筋肉(脳筋)　/　のりを持ってない人に貸すこと　/
高高生であること　/　裸になること　/　どれだけ本気でバカになれるか

頑張るぞーおー　/　思う存分騒ぎ合おうじゃないか　/　集中せえ　/　企画書の文字読めない
やつは滅びろ！　/　絶対に勝つ！！　/　このアンケートって匿名だよね？
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豆知識：Twitterの鳥の名前は「Lally」

壁画・フォトモザイク

壁画

フォトモザイク
　今年のフォトモザイクは、ウジェーヌ・ドラクロワ作「民衆を

導く自由の女神」の、真ん中の部分を製作しました。この絵

は、フランスで起こった「 7月革命」を主題として描かれたも

のです。また、この絵で描かれている女性は「マリアンヌ（自

由の女神）」と呼ばれており、フランスという国家自体の擬人

化とされています。自由の他にもマリアンヌが象徴してい

る、平等、友愛といったものは、人と人との繋がりが希薄化

している現代だからこそ、私たちが大切にするべき精神とも

言えるのではないでしょうか。

　フォトモザイクを構成する約 5000枚の写真は、1枚1枚が

高高の学校生活や行事で撮影されたものです。遠くから全

体を眺めたり、近くで 1枚1枚を見たりと、2つの視点でフォト

モザイクをお楽しみください。       　　　　　　　　　　　　　　　

チーフ　３年　根岸  諒平

　今年の壁画のモチーフは、スロバキアにある『ボイニ

ツェ城』です。外観が非常に美しい城として知られてい

て、多くの映画の舞台となっています。自然の中にそ

びえる様子はまるでおとぎ話のようで、アーチをくぐっ

た先の非日常の空間を表す壁画とも重なるところがあ

ります。皆さんに直接お見せできなかった昨年の壁画

「大坂城」の思いも受け継ぐつもりで、今年もお城をモ

チーフに選びました。

　高高生全員の力がこの壁画に集結されています！

直接見ないとわからないこの迫力を、ぜひ皆さんのそ

の目で確かめてください！   　
　　　　　　　　　　　チーフ　３年　門田  優哉　　

翠巒祭での⾊んな⼈の頭の中

一般男子高校生　　　女子高校生　　　　　　先生方　　　　　　高高生　　　 

楽しも
う！！ 

高高かっこ　
いい！ 

なんとか
成功させ　　
よう 

女
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豆知識：「もしもし」は「申します、申します」の略

　今回のアーチは紀元前575年、新バビロニアのネブカドネザル2世によって建設された「イシュ

タル門」です。鮮やかな青色で華やかな雰囲気の建物です。1年間かけて作ったアーチなのでぜ

ひ注目して見てください。翠巒祭の入り口であり、〈日常〉と〈非日常〉を隔てるこのアーチが少し

でも皆様の心に残れば幸いです。　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

チーフ　３年　林 颯太

アーチ解説

日本国民が最も白熱して議論する話題といえば、「きのこ派・たけのこ派問題」であ
る。この極めて重大で興味深い問題について、株式会社明治が全国的な調査を行った
のをご存知だろうか。明治が行った『きのこの山たけのこの里国民大調査２０２０』に
よると、４７都道府県のうち、４６都道府県でたけのこ派がきのこ派を上回り、唯一
福島県のみ、きのこ派が上回った。また、調査結果を明治が独自に数値化したものに
よると、きのこの山部門で一位だったのが東京都で１７１５１ｐｔ、たけのこの里部
門で一位だったのが千葉県で２１２８０ｐｔであった。ちなみに、群馬県はきのこの山
が１１９７４ｐｔで３４位、たけのこの里が１５５７１ｐｔで２６位となんとも言
えない微妙な結果であった。きのこ派・たけのこ派の議論は世代を問わず楽しめる唯一
無二の存在だ。今後も両者の争いから目が離せない。 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豆知識：金メダルは銀でできている

　テーマである「Fiat LXX（光あれ）」
から、太陽をモチーフに作成しまし
た。燦と輝く私達高高生の翠巒祭を
楽しんでいただけたら幸いです。

作成：渡邉　滉平

「Fiat LXX」のテーマをもとに、地平
線から眩い光が射す夜明けをイメー
ジして描きました。中央には高高の
象徴とも言える鷹を描き、常に前を
向き続け、光に向かって羽ば
たく高高生
の力強さを
表していま
す。

絵：細野　悠貴

❐　ポスター解説 ❐　Tシャツについて

声に出して読みたい数学用語ランキング
　　第一位　　（  I 先生調べ  )

○゛○゛ん○゛んすう○゛んかい
　問題：○に共通して入るひらがな一文字は何でしょう？

　＊ ヒント ･･･ 

ポスター解説・Tシャツについて
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協賛 
 

LEC東京リーガルマインド　 
代表取締役　反町　勝夫　様 
　　　　　　　　　（高崎高校　OB） 
 
教職員、生徒一同、心から感謝申し上げます。

アーチを抜け校舎へと入る皆さんを迎
えるのが、我々美術課の作るゲート、
「エントランスグラフィックス（エングラ）」
の仕事です。班員たちによる独創的な
絵で飾られ、高揚感に満ちた翠巒祭に
ふさわしいゲートとなっています。皆さ
んが翠巒祭で心躍らせる素敵な体験
をして、エングラの出口を通ってくれる
ことを願っています。
　　　チーフ　３年　古瀬  拓真

エングラ紹介＆協賛

←作業風景
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 13:00

豆知識：

 14:00

 15:00

＜２日目＞

＜１日目＞
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翠巒祭終わったしパンフレット捨てちゃおっとお考
えの皆さまへ

このパンフレットを捨てることは買ってもらったばかりのスマホを翌日、ゴミ箱に放り込むよ
うな行為と同じです。
皆さんはそんな便利なスマホをすぐには捨てないですよね。この翠巒祭パンフレットはスマ
ホと同等、いや、スマホ以上に便利なので以下に活用方法を示します。
パンフレットを捨てるなんてもったいない！！！

THE　パンフレットの活用方法

パ
ンフレット

①枕orクッション
（何部か重ねてご使用ください）

②ランチマット

パンフレット
（テープでつなぎ合わせてご
使用ください）

③筋トレ（何部か束ねてご使用ください）
パ

ン
フ

レ
ッ

ト

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

④国語の共通テスト演習
（このパンフレットを読むことで読解力が上がります
※保証はできません）

パンフレット

⑤不審者撃退のお守り （※科学的根拠はありません）

パ
ンレ
フッ
　ト
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　この度はパンフレットをご覧いただき誠にありがとうございます。コロナ禍で有観客か無観
客か開催直前まで決まらず、このパンフレットも書いては訂正、また書いては訂正を繰り返
してきました。そんなポスター・パンフレット班の傑作を、当日にパラパラとめくって眺めるだ
けではなく、ぜひ家に持ち帰ってじっくりと読んでみてください。翠巒祭だけでは発見しきれ
なかった高高の校風や高高生らしさがさらに発見できると思います。　　　　　　　　　　　　　　　　
チーフ　平柳

編集後記

女の子に飢えている高高生の皆さん！ 
嬉しいお知らせがあります!!!

100％ 100％

JKにアンケート調査をしてみました。以下のグラフが結果です。
Q 高高生に
　　憧れたことがありますか？

Q 高高生に勉強を
　　　　　教わってみたいですか？

はい はい
※ ※

※高高生が痛ましい現実を突きつけられないよう、編集者が質問に「はい」と回答した人を1人選びグラフを作

成しました。よってどちらとも母数は1で信頼性の高いデータではありません.
嬉しさに浸っていたそこの君、残念です。

クイズ
３人の気象予報士A,B,C,がいます。あなたは明日でかける予定があ
り、３人の予報を聞いています。さて、誰を一番あてにすべきでしょう
か？理由も考えてみてください。

A:わしの予報は70％当たる。
B:私の予報は40％当たります。
C:私の予報は20％しか当たらないそうだ。

A B C

※答えはパンフレット最終ページ。答えを見る前にじっくり考えてみてください。

↑この結果を知った高高生
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実行委員及び仕事の

総務班

３８

総務＝雑務×雑務×雑務×雑務×雑務×・・・

我ら働く、

故に翠巒祭あり。

(We work. Therefore, 
Suiran Festival is. )

コメント

切る、描く、塗る、貼る、測る、建てる、汚す、飾る…

壊れてたら直しといてください

コメント

コメント

コメント

コメント

高崎高校校舎及び全校生徒の取り締まり

土地がない.........だっ.....誰か！！！

土地を分けてくれぇぇ！！

薄汚れた高高生の浄化。(消毒)

入場口で待ってます。

校門前のアーチ建設

一年かけて作成したものが二日で

消えてしまう…いとかなし

・実行委員長　 　　
　３年　砂盃　諒　 　
・副実行委員長　 　　
　３年　桑原　徹成　　３年　矢作　悠介
・会計課　
　１年　河内　勇人　　１年　小松　学叶
　１年　新井　寿松　　２年　今井　一真

　２年　田中　凌雅　　２年　竹上　知寿

　３年　矢野　凌一朗 　３年　髙井　慎之輔

　３年　砂盃　諒　　　３年　都木　夢来

・人事課
　１年　津田　直毅　　１年　井林　虎太郎

　３年　都木　夢来

・清掃課

　２年　井田　翔琉　　２年　秋山　雄一

　２年　植木　涼生　２年　小林　嵩明

　２年　山田　和遠　３年　 佐藤　弘基

　３年　板倉　颯太

・履物課

　１年　相馬　賢聖　１年　大澤　風馬

　１年　須藤　駿　　１年　町田　央可　　１年　

茂木　貴哉　１年　茂田　遥音　　１年　小倉　

瑛介　１年　清水　惺也　　２年　村上　絢信　

２年　儘田　圭祐　　２年　吉田　陸空　２年　

新井　琉斗　　３年　小菅　慈人　３年　山崎　

堅也　　３年　 磯田　蓮　　３年　江坂　真乙

・グッズ課

　１年　佐藤　駕音　１年　藤本　富彌彦

１年　吉田　蒼生　２年　磯貝　祐人

２年　村石　直人　２年　堀越　遥斗

２年　菅原　巧真　３年　川浦　歩武

３年　渡邉　滉平　３年　須永　健介

３年　清水　隼人

・広報課

１年　江原　直紀　１年　張　　家銘

１年　根岸　敬太　２年　髙橋　拓

２年　丸山　恭右　２年　廣瀬　曜

３年　小六　政輝　３年　黒谷　悠悟

３年　鈴木　大凱　３年　加納　森生

３年　中澤　渓太

交通班 駐車場のかくほ　車の誘導　来場者の誘導

・交通警備課

　１年　吉田　健悟　１年　石川　翔海　

　２年　横塚　宗汰　２年　福本　航生

　２年　齋藤　蓮　　２年　白石　想一郎

　３年　松井　稜真　３年　 黒岩　椋真

　３年　萩原　郁将

・バス課

　１年　塚越　悠馬　１年　阿部　巧実

　１年　田村　朝陽　２年　池上　劉虎

　３年　松井　伶平　３年　 宮崎　正樹

　３年　櫻澤　亨
協力して頑張ります

創作班

・美術課

　１年　高橋　怜　　１年　藤川　輝貴

　１年　徳井　泉　　２年　堀口　幸太郎

　２年　木村　青羽　２年　原田　吉隆

　３年　神林　隼多　３年　手島　潤哉

　３年　南　　空優　３年　武居　浩志

　３年　古瀨　拓真

・装飾課
　１年　栗原　颯吾　１年　福井　翔大　　１年　戸塚　直太朗　　１年　松
本　佳典　２年　角田　航太郎　２年　千嶋　啓心
　２年　矢野　真光　２年　高見沢　智寧　２年　塩原　大和　　　３年　平

井　成道　３年　矢作　悠介　　３年　福澤　遼大

　３年　伊藤　良晏　３年　大谷　空蒼　　３年　井野　真吾　　　３年　 渡

辺　櫂

アーチ班

１年　黒﨑　元皓　１年　石井　佳大　　　　１年　樋口　大晟　１年　後藤　滉己

２年　井田　翔琉　２年　福嶋　勇人　　　　２年　青山　駿也　３年　内川　太翔

３年　仁平　拓人　３年　石井　凌空　　　　３年　 林　　颯太　３年　田村　遠己

一般展示班

１年　松原　勘佑　１年　吉澤　寛人　　　　１年　関根　悠斗　１年　外谷　和輝

２年　中上　蓮隠　２年　淡路　和寛　　　　２年　入澤　将平　２年　南山　大雅　

２年　村上　純平　２年　宮前　陽光　　　　２年　千葉　陽希　３年　堀越　薫　 　

３年　大下　直輝　３年　齋田　海風　　　　３年　 小林　暖

特別衛生管理班

１年　小林　健吾　１年　大澤　風馬　　　　１年　香川　直寛　１年　須藤　駿　 　

１年　林　　航青　１年　茂木　貴哉　　　　１年　森戸　洸成　１年　大貫　友輔　

１年　田村　朝陽　１年　土屋　拓都　　　　１年　渡邉　泰月　３年　 山下　遼

コメント

各班課チーフは太字＆下線



紹介＆コメント

★ご来場ありがとうございました ★

イベント班

クイズの答え：Cさん。20％しか当たらないということは裏を返せば80％も当たるということ。

生◯シャブ漬け

高高生（mod女子高生）≡犯罪者予備軍

憩いの場の提供と弁当の押し売((販売

前夜祭・後夜祭の企画・運営、ガチムチ幻影旅団に出演。

No Night Festival, No Suiran Festival.

味気ない理科棟を飾ります

高高生の写真展覧会です

愛は食卓にある。

GYMって表記したときの

謎のGUMっぽさ...分かる人いる？

オタ芸・美術・土木＞＞＞＞＞イベント運営

弗食不知其旨也。

（食はざれば其の旨きを知らざるなり。）

コメント

コメント

コメント

コメント

コメント

コメント

コメント

コメント

紙資源と予算の大量消費

もらった当日に古紙回収に出さないでください。
チーフが泣きます。

１年　松田　煌生　２年　柿沼　広大　　２年　根岸　孝次　　２年　恩田　渓太郎  ２年　村田　超　 　

２年　丸山　颯吾　３年　清水　伶　　　３年　星野　陸人　　３年　渡辺　悠太　  ３年　武井　椋哉　

３年　鈴木　恵流　３年　江坂　真乙　　３年　 中嶋　亮太

食堂・喫茶班 

１年　柿沼　悠仁　１年　田中　杏児　　１年　坂元　壮太　　２年　木島　幸村　  ２年　東　　太壱　

２年　相原　龍　　２年　瀧野　友也　　２年　角山　慧悟　　２年　小沢　大翔　  ２年　阿部　滉生　

２年　加藤　遥大　２年　門脇　陽己　　３年　土屋　椋　　　３年　引田　裕太　  ３年　髙橋　壱

体育館行事班

１年　田中　快陸　１年　柴崎　徳朗　　１年　前原　朔耶　　２年　島崎　一輝　  ２年　金澤　遼弥　

２年　乾　夏央人　３年　桑原　徹成　　３年　金井　倫基　　３年　 五味　裕貴　 ３年　大畠　亨斗

壁画班

１年　鈴木　晴斗　１年　小林　健吾　　１年　高宮　崇　　　１年　大廣　利騎　  １年　大手　秀晃　

２年　佐藤　颯　　２年　根岸　良輔　　２年　井上　暁　　　２年　須藤　千尋　  ２年　佐藤　璃久　

３年　門田　優哉　３年　山岸　春貴　　３年　北　心大朗

模擬店班
１年　大野　倖英　  １年　金澤　いく　　１年　佐藤　洋介　　１年　安原　圭祐　  １年　福田　龍之介

１年　小林　大輝　  １年　黛　　春陽　　１年　土屋　拓都　　１年　渡邉　泰月　  ２年　冨田　耀大　

２年　渡部　敦士　  ２年　井上　航志　　２年　高橋　智哉　　２年　梶　　遥陽　  ３年　萩原　祥一朗

３年　小野　隼弥　  ３年　昆野　太河　　３年　齋藤　慧次郎　３年　 阿部　龍之介

夜祭班

１年　相馬　賢聖　  １年　手島　透吾　　１年　戸塚　建佑　　１年　塚越　悠馬　  ２年　花田　智紀　

２年　淡路　和寛　  ２年　星野　正耀　　３年　須永　健介　　３年　馬場　康太　  ３年　栗原　俊介　

３年　鈴木　恵流

フォトモザイク班

１年　高橋　祐喜　  １年　坂本　聖　　　１年　大貫　友輔　　２年　小池　広巖　  ２年　嶋崎　晴斗　

２年　富沢　謙信　  ２年　澤田　瑛太　　２年　田中　優太　　２年　荒井　大心　  ３年　堀内　匠　

３年　根岸　諒平

メディア
　プロモーション班

・放送課

　１年　武井　悠真　  １年　丹　　大和

　１年　佐藤　凪　　  ２年　花田　智紀

　２年　吉野　壮馬　  ２年　藤井　幸佑

　３年　飯島　拓巳　  ３年　小池　郁人

　３年　吉野　貴翔

・web課
　１年　香川　直寛　　１年　林　　航青　  １年　森戸　洸成

　１年　吉澤　柊聖　　２年　青木　武士　  ２年　中村　飛翔

　２年　今枝　柊太　　２年　廣井　康太　  ３年　藤川　雄羽

　３年　渡部　翔太郎 　３年　相原　大輝

迷える子羊たちへの伝導。(宗教じゃないよ)

サラディンが殺戮し、聖徳太子が

２度聞きするレベルの楽しさ。

ポスター
・パンフレット班

コメント１年　井田　天翔　  １年　川越　在人　１年　木暮　啓人　　１年　常見　健太

２年　川鍋　昂大　  ２年　松尾　知明　２年　矢澤　怜生　　２年　玉谷　修夢

２年　井上　航志　  ３年　高橋　慶真　３年　井口　侑希　　３年　矢作　悠介　

３年　市村　直太郎  ３年　平柳　智明

企画、準備、運営、客引きなど

巨大壁画作成（折り紙を切って貼る、貼らせる）

遠くから見たほうがきれいです。

人間と一緒ですね。

３９



広告

豆知識：

校内案内図

正門　　ぐるりんバス停

駐
車
・
駐
輪
場

北門

２F
食堂

※上履きを忘れたお客様へ

　スリッパは校舎入口にて配布、出口にて回収を行っています。

こんなときは・・・

落とし物 迷子のお問い合わせ 知人の呼び出し
インフォメーションセンターへ行って実行委員の指示に従い、手続きをしてください。
校内で靴をなくされた方は、１階の本部へお尋ねください。　

けが・急病など
保健室に行き処置を受けてください。事態が急なときは、周囲の生徒に協力を求めてください。

火災・地震等の非常事態の時
その他、お困りの時には、スタッフTシャツを着た実行委員にお尋ねください。

翠巒祭を楽しんでいただく為に、社会的一般常識に伴ったマナーをお守りください。万が一、お守りいただけない場合、イ
ベントの進行を妨げるような行為とみなされる場合は、ご退場いただくことがあります。

中庭

指月庭
※芝生への立入禁止

模擬店街 ３F
池

翠巒会館

アーチ

弓
道
場

室
内
練
習
場

出入口

２F　第二体育館
１F　剣道場・柔道場

イベントス
テージ

出入口

サ
ッカ
 l
グ
ラ
ウ
ンド

野球
グラウンド

ラグビー
グラウンド

テニス
コート

出入口

部
室
棟

第一体育館

本部（３F多目的室）

フォトモザイク

ベビーカー
預かり所

※感染拡大防止の観点からお客様ご自身の

上履きと下足入れをご使用ください。

　飲食
スペース

模擬店飲食スペース（詳しくは 9ページをご確認ください）

|

１F

２F

３F

１F

２F

３F

|

インフォメーション
センター

模擬店以外のゴミは各自お持ち帰りください


