参加団体一覧
部屋番号
二階

第72回 芝学園
企画名

202 風の子バザー
203 芝生のいる生活
204 先輩から後輩へ贈る会
206 海外研修報告
インフォメーション
207
「論」
ふれあいコーナー しばらじ！２０１９
三階
301 芝寄席
302 ヴィレッジマンガード

四階

303 120回生「芝中紹介」
304 のーたま
305 技術工作部鉄道班
306 技術工作部自動車班
307 技術工作部船舶飛行機班
308 楽市楽書(古本市)
図書室 楽市楽書

企画概要

アピール文

生徒会ボランティア
PTA
PTA厚生委員会
一般有志 海外研修
学園祭本部
弁論部
学園祭放送部

・風の子(港区の障がい者団体)の方々が作ってくださった商品の販売。 ・車いすや白杖の体験
・芝生のいる家庭の様子を紹介 ・PTA活動をパネルで紹介 ・お弁当（時短弁当）を紹介
学生服などのリユース活動
ニュージーランド、カナダ研修生による研修の報告
落とし物の管理、迷子の保護、景品の受け渡し
元号についての発表、模造紙、漢字クイズ
放送部による公開ラジオ

車椅子や白杖の体験もできますのでぜひ来てください
今年のテーマは「芝生のいる生活」ちょっとのぞいてみませんか
10:30~13:30 当日の献品もお待ちしています。
～海外はいいぞ～
困ったら来てくださいね♡
「令和」...今までに数々の元号と共に生きた日本... 元号を深堀りします
実行委員長が生トーク！！

落語研究会

小噺、落語、コント、大喜利の披露
漫画研究会で発行した部誌を配布します。落書きコーナーを設けて、来場者の方に自由に描いてもらいます。
それと、部員の制作したイラストを展示します。
中一による芝中の紹介
中学2年生の夏休み理科自由研究
Ｎゲージの展示、５インチの運転体験
テレビ放映、作業実演
日々の活動内容の紹介、報告 ドローン飛行
・ビブリオバトル・ブッカー体験・栞作り体験・活動展示など
古本の販売

令和一の笑いをあなたに!!
漫画研究会の発行する部誌『締切当日』が今年で10周年を迎えます。これを記念して、いつもより気合いの入った部誌を皆様にお届けします。
しかも無料！ギリギリでいつも生きている、漫研です。
みんなが楽しめて、みんながワクワクする芝の魅力をお伝えします。
俺達はノーベル賞の卵略して「のーたま」！！
こんにちは技術工作部です。この部屋ではＮゲージの展示や５インチの運転体験を行っています。鉄道好きの方、模型好きの方ぜひ来てください
芝学園技術工作部自動車班です。作業実演や紹介動画を流しています
普段の活動内容やドローンの飛行します
読む以外の楽しさがここにある
安すぎて、ごめんなさい。

数組の高校生バンドによる演奏を行います。
・土器の展示 ・まが玉作り体験 ・合宿の展示発表
来場者との指導対局 部誌配布
作品の展示など
・ギターによる迫力のある演奏 ・ギターの体験
・研究、合宿に関する展示 ・鉄道運転体験 ・車掌体験 ・交通クイズ
お化け屋敷

We will rock you!!
まが玉作り体験やってます！土器も見にこない？
来場者との指導対局・部誌配布やっています。
学園祭本部で疲れきったそこのあなた！美術館でゆっくりと作品鑑賞でもしませんか？
圧倒的･････っっ!!! 圧倒的････美しき音色････っっ!!
君も運転士なろう！
「逃げないで･･･ 遊ぼうよ」

漫画研究会
中一有志
化学科
技術工作部
技術工作部
技術工作部
図書委員会
図書委員会

401 ライブハウス
学園祭本部(企画部)
402 ドキ土器考古学ワールド
考古学部
403 とある芝生の将棋対局
将棋部
404 芝美術館
美術部
406 ギター部教室演奏会＆ギター体験会 ギター部
407 芝交通局Ⅷ
交通研究同好会
409・410・411 かえりみち
学園祭本部(装飾部)
五階
501 「Ｒ」
歴史部
502 芝星
天文気象部
503・504 ラ・ラ・ラジオ
ラジオ部
506 ダーツ
学園祭本部(企画部)
507 射的
学園祭本部(企画部)
508 星降る教室
天文気象部
509 フィジカルラボ
理化部
510 芝Lab
天文気象部
六階
601 体験授業
学園祭本部(企画部)
602 山岳部の展示
山岳部
603 phOtO shOwcAsE 2019
写真部
604 YAKIDORA 芝学園店
学園祭本部(食品管理部)
605 令和の陸タピ
陸上部
606 Ms.Donut
一般有志
607 NICE ICE
スキー部

七階

八階

屋外

学園祭

出典団体

etc...

宗教史に関する模型、模造紙の展示 革命史に関する部誌の配布
1/2スケール「ハヤブサ２」模型をはじめとした、化石や岩石、アンテナ、部員・OB・教員の撮った写真の展示
部員制作のゲーム、CG、音楽の展示 ＶＲゲームの展示、占い
景品ありのダーツ
コルク銃で的を倒しまくれ！ 景品があったりなかったり････(あります)
一教室貸し切りでのプラネタリウムの上映
理化部 物理班の展示 ・ピタゴラスイッチの実験・ペットボトルロケットの発射実験 ・リニアの走行実験・ロボットの稼働実験
数々の自然現象の再現実験 化石レプリカの製作

アカペライブ
609
Piccolo concerto
外テラス （六階）テラス
内テラス 金魚すくい

アカペラ部

一般有志
弦楽器＆ピアノの演奏
学園祭本部(食品管理部) 食事場所の提供
釣研究部
金魚掬い ｰSoldfsh Scopingｰ

最高の授業が待っています
私達山岳部 絶賛展示中 部誌配布中 皆様歓迎 御立寄求
写真の令月にして気淑く風和み･･･
一昨年、昨年と大好評のどら焼きを今年も販売！
これを飲んで君も風になろう！(廊下は走らないでね)
ミスタードーナツの人気の商品を芝の学園祭でも！
ネーミングセンスと同じくらいアイスも冷えています!!
アカペラ部と管弦楽による音楽の演奏会！一度来ていただければ無駄だったとは言わせない！音のハーモニーの世界へ案内致します。
アカペラ特有のハーモニー、弦楽の極めし至高の音楽、聴きにきてみませんか？
えっ俺？ イタリア語しゃべれないよ(笑)
テラス×東京タワー×食品 インスタ映え間違えなし！
金魚ってめちゃめちゃカワイイですよね？？

701 What a ワンダーフォーゲル world
702 シバカレー
703 Smashバーガー
704 シバドック
705 団子ぢゃ屋
706 休憩室
707 Mr.わっふる
708 旨みの極み屋
外テラス 七階テラス

ワンダーフォーゲル部
学園祭本部(食品管理部)
バトミントン部
学園祭本部(食品管理部)
水泳部
学園祭本部(食品管理部)
バレーボール部
料理部
学園祭本部(食品管理部)

活動記録 登山用品展示
カレーの販売
まい泉の4種類のハンバーガー 200円均一で販売する。 (メンチカツ、ポテコロ、フィッシュ、ヒレカツ)
ホットドッグの販売
6種類の団子売ってるよ♪ おいしいよ♪ 来て欲しいよ♪
飲料販売 休憩場所の提供
4種のワッフルの販売
改元記念 牛・鶏・卵の「令和丼」の販売
食事場所の提供

Welcome to ワンゲル world!
目指せ、日本一カレー
あなたの心にバーガーSmash!!
さぁ、今すぐ！ 学園祭のお供にホットドッグを!!
水の貴公子が泳業中！
飲み物全品100円！ ALLワンコイン！
おいしいワッフルと皆さんの来店を待っています！ 是非来て下さい！
すべては、お客さまの「旨い！」のために。
うち... テラスあるんだけど... 飯 食べてかない？

生物部
生物部
理化部
生物部

飼育生物、研究内等の展示
・ヘビのえさやり ・ヘビの口の構造説明
理化部 化学班の展示・実験ショー ・金メッキ・像の歯磨き粉・スライム
休憩スペース

水槽 100% 好きないきもの見つけてみよう！
なぜヘビは獲物を丸呑みできるのか？ 興味のある方、ぜひお越し下さい。
これが理化部のマジックです！
日光直当たりのFreedom!! 日焼けにご注意下さい。

技術工作部
学園祭本部(催事部)

大型鉄道模型の乗車体験
・スーパーボールすくい・ストラックアウト・ボーリング・フリスビー投げ

801 水槽学部(第一実験室)
802 水槽学部(第二実験室)
803 サイエンスマジック
テラス 休憩スペース
大型鉄道模型に乗ろう！
えんにち

芝の先生方による授業
※体験授業用の整理券はパンフレット配布テントで配布しています。
・テント生活体験・山用ザック体験 ・登山記録展示・部誌配布 ・山用品展示
写真展 物体の像を電子的に記録し、物理・化学的に印刷しました！
どら焼き(芝校章入り)の販売 兼休憩室
タピオカドリンク(各150円)の販売
ドーナツ(6種類)の販売
・アイスを1個100円でカップに入れて売る。 ・スキー板や模造紙などを使って展示を行う。

#歴史部 #Religion(宗教) #Revolution(革命)
だが今年の展示は一味違うッ！
HELLO WORLD
Hold your aim!!
みなさんのハートに～ズッキュン!!
雅が焼け！流星が如くッ・・・・！！
等 理化部の物理がここに集結！
地球を科学する！

アカペラ部のアカペラのライブ＆管弦楽による演奏会

・液体窒素・炎色反応

等

イベントなどでよく見かける5インチゲージミニ鉄道に乗ることができます。
10:30より開始です。最高の接客でむかえます

ぜひ乗ってみてください。

こんにちは技術工作部です。この部屋ではＮゲージの展示や５インチの運転体験を行っています。鉄道好きの方、模型好きの方ぜひ来てください

