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11：10∼11：30
おいなりさん

11：45∼12：15
家庭科部 

ファッションショー

12：20∼12：40
あいして
こんぺい党

11：00 ∼ 12：30
軽音楽部 
かむおん！ 

13：15 ∼ 13：50
箏曲教室 
<KOTO>
コンサート

11：30∼12：15
グリークラブ 
《スペシャル
ガラコンサート》

12：00 ∼ 13：00
グリークラブ 
《アラジン》 

12：00 ∼ 13：30
軽音楽部
かむおん！

13：50∼14：20
弦楽部

12：45 ∼ 13：45
演劇部 
《山姥》

10：30∼11：30
演劇部 
《山姥》 

14：15∼15：15
ESS 

《マリー・
アントワネット》 
～２人のMA～

13：30∼14：30
ESS 

《マリー・
アントワネット》 
～２人のMA～14：20∼14：40

アラベスク

12：45∼13：05
Dress Up

14：45 ∼ 15：05
２Strings

13：00 ∼ 13：20
おいなりさん

9：30 ∼ 9：55
あいして
こんぺい党

10：30 ∼ 11：15
箏曲教室 
<KOTO>
コンサート

13：30∼14：00
書道部 

書道パフォーマンス

11：55 ∼ 12：25
弦楽部

11：25∼11：45
アラベスク

10:05∼10：20
CHERRY GIRLS 
withたこやき君

14：10 ∼ 14：40
Dress Up

12：35∼12：55
２Strings

アトリウム 講堂 音楽室アトリウム 講堂 音楽室

企画部門

公演部門

展示部門

有志部門

公演タイムテーブル
9/15
 （日）

9/16
 （月）

著者・編集 ヨゼフ祭実行委員会

発行 聖ヨゼフ学園中学・高等学校　　
〒230-0016　横浜市鶴見区東寺尾北台11-1

印刷 有限会社サン・プリンティング　
〒146-0083　東京都大田区千鳥2-31-11

リーフレット 2019年9月15日発行

表紙とポスター ホームページ・データ
横溝　友美 加藤　りさ子

実行委員長 副委員長
北村　愛理 細川　友理

製　作

生徒会運営部

ヨゼフ祭実行委員

生徒会長 高校副会長 中学副会長
相川　綾音 箙　　珠江 戸﨑　麻帆

高校 中学
書記 長島　由佳 田邊　真珠
庶務 神谷　恵理 野澤　舞桜
会計 浅羽　恵吏

企画担当 リーフレット・ポスター担当 備品担当
高２ 伊藤　みり 髙木　灯 郭山　優花
高１ 藤原　日菜子　 大谷　陽奈 岡野　日和
中３ 宮下 恵 ・ 土屋 采佳 大村　玲奈 竹井　唯菜
中２ 藤　桜子 伊勢山　絢夢
中１ 山根　沙弥香 酒井　優羽

有志部門
番号 部門（この名称を記入願います） 場所 種類

有1 世界まる見え
4F

留学報告
有2 Tech Girls IT でモノづくり
有3 あいしてこんぺい党

2F

ダンス
有4 アラベスク バレエ
有5 おいなりさん ダンス
有6 CHERRY GIRLS with たこやき君 弾き語り
有7 ２Strings ピアノとヴァイオリン
有8 Dress Up 歌・ギター・ピアノ・カホン

公演鑑賞時のご注意
・　携帯電話のご使用はご遠慮ください。マナーモードに設定してください。

。んせまきでが影撮ので等話電帯携・オデビ・ラメカ、は方いなでち持おを証者護保 　・
・　講堂での公演は完全入れ替え制ですので、ご協力お願いします。
・　飲食はご遠慮ください。

場所 時間 品名 価格

中央階段下 09：00
14：00 ガレット（月曜のみ） 100円

場所 品名 価格

ＡＶ教室
・理科室

サンドウィッチセット　 　 ··················································· 500円
助六セット　　　　　　　··················································· 500円
パウンドケーキセット　　··················································· 300円
お団子セット　　　　　　··················································· 200円
フランクフルト　　　　　··················································· 150円
フライドポテト　　　　　··················································· 100円
飲み物　　　　　　　　　··················································· 100円

父母の会

同窓会

選挙候補の団体一覧

＜ご注意＞
・ 校内での携帯電話の使用はご遠慮ください。
・  保護者証をお持ちでない方は、カメラ・ビデオ・携帯電話
等での撮影ができません。校舎や生徒を無断で撮影され
た場合、警察に通報させていただき、退場をお願いします。

・  実行委員会が青い腕章・ネームプレートをつけています。
不明な点や迷子等、気軽にお尋ねください。

・  講堂での公演は、完全入れ替え制です。講堂での飲食は
ご遠慮ください。

・ お車でのご来校はご遠慮ください。
・ 校内はすべて禁煙です。

▶生徒会ブースのお得なご案内

中１企画 中２企画 中３企画 高１企画 高２企画

１ ２ ３ ４ ５

あと５つだ！　委員会・部活・有志のどれかから　もらおう 生徒会

６ ７ ８ ９ 10 GOAL
中央階段下

▶場所のご案内
お食事 呼び出し 迷子・落とし物 授乳室 救護

B1F Ｂ体育館 2F 放送室前 3F 本部 お声掛けください 1F 保健室

電話 男子トイレ

1F 事務室向かい 小原館/ 1Fガレリア/ B1FのＢ体育館横 / B1F講堂下 / 本館2F中2前

　
▶ゴミの分別　   

食べ残し
飲み残し

ペットボトル
キャップ 割りばし プラごみ アルミ 燃える

▶投票体験（1F 中央階段下）

・ 内容がよかったものにそれぞれ投票してください。
・ 企画・公演・展示・有志の４部門ごとに投票してください。
・ 実際に横浜市で使われている器材で、投票の体験をしましょう。

（1F 中央階段下）

・ 本校ホームページのヨゼフ祭「校内探索ク
イズ」を見てみよう。青い腕章・ネームプ
レートをつけた実行委員に答えを伝える
と、景品Ａがもらえます。

・ 「スタンプラリー」のスタンプを 10個集
めると、景品Ｂがもらえます。

START!

18歳になったら選挙に行こう

ご協力お願いします

スタン
プ

ラリー クイズ

投票終了印

校長あいさつ
　　清水　勝幸

　今年のテーマは「Jigsaw Puzzle」。私たちは、他者に向かって心が開かれた状態を
「愛」と言います。世界の中でたった一人の私という存在は、常に他者と共に存在する
のです。一つ一つのピースがしっかりと結びつき、無駄になることなく、足りないも
のもない。一つのピースからでは思い描くことは難しいけれども、みんなが寄り添う
ことで一つの絵を完成させることができます。今日の「ヨゼフ祭」の Jigsaw puzzle、
皆様からはどんな絵に見えるでしょうか。生徒たちが純粋に求めてきた、自分と他者
の結びつき、神様によって結ばれた絆を感じていただければ幸いです。どうぞお時間
の許す限りゆっくりとお過ごしください。

生徒会長あいさつ
　　相川　綾音

　皆様ごきげんよう。本日はご来場いただきありがとうございます。2019年度のテー
マは、「Jigsaw Puzzle」です。一人一人がパズルのピースのように、全校生徒が一丸
となってヨゼフ祭を作り上げてまいりました。特に、実行委員や企画責任者はこの 2
日間を最高のものにするため、全力を注いだと思います。本日は皆様にその成果を見
ていただくと同時に、存分に楽しんでいただければと思います。最後に、ヨゼフ祭を
開催するためにご尽力いただきました皆様に、心より御礼申し上げます。

ヨゼフ祭実行委員長あいさつ
　北村　愛理

　ごきげんよう。本日はお忙しい中、ヨゼフ祭にお越しいただきありがとうございます。
私は実行委員長として、全校生徒に楽しんでもらい、自分自身や生徒同士の成長を感
じて皆が輝けるヨゼフ祭にしたいと思いました。今年のテーマは「Jigsaw Puzzle」
です。Jigsaw Puzzle のピースが集結すれば一つの大きな作品になるように、一人ひ
とりが持っている異なる色々な個性を発揮し合って、一つの大きな輝きとなるヨゼフ
祭にするという意味です。本日お越しくださった皆様には、輝いている生徒、企画、
そしてヨゼフ祭を体感していただけたら幸いです。最後になりましたが、ヨゼフ祭開
催にあたりご協力頂きました関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。

( 名簿順 )
番号 部門（この名称を記入願います） 場所 名称

企１ 高２ 4F Journey to The Green Forest
企２ 高１

3F
なよ竹の青姫

企３ 中３ Keep Out ～黄色いテープのむこうがわ～
企４ 中２

2F
History Adventure

企５ 中１ レッドストーリーwith63

番号 部門（この名称を記入願います） 場所 名称

公１ 軽音楽部 ３F かむおん！
公２ 弦楽部 3F・2F 弦楽部
公３ 家庭科部

2F 
ファッションショー

公４ 書道部 書道パフォーマンス
公５ 筝曲教室 <KOTO>コンサート
公６ ＥＳＳ

1F 

マリー・アントワネット～２人のＭＡ～
公７ 演劇部 山姥

公８ グリークラブ ・スペシャルガラコンサート（日曜）
・アラジン（月曜）

公９ 茶道教室 B1F 発表茶会

番号 部門（この名称を記入願います） 場所 名称

展１ カトリック研究会

4F

Don’t sleep through a year 
－カトリックの典礼について知ろう！－

展２ サイエンスクラブ 海底６６マイル
展3 生徒会 プロジェクトＪ
展4 美術部 Art びゅーん

展5 インターアクトクラブ
小百合会 3F

インターアクトクラブ小百合会

展6 写真同好会 Photo Girls @ Yokohama in 2019
展 7 華道教室

1F
華道教室

展8 書道部 書道部
展9 家庭科部（月曜のみ） B1F 家庭科部の神奈川の味 ～at ヨゼフ～　
展10 SJV委員会

小原館
SJV委員会

展11 保健委員会 Lip Magic
展 12 図書委員会 ♯君と一緒に本を読みたい。

企画部門

公演部門

展示部門

場所 時間 品名 価格
〈中２学年企画〉

2F

　　タピオカミルクティー 100円
　　せんべい･どら焼き 100円
　　チョコワッフル 100円
　　プリングルス・ハリボー 100円
　　緑茶（綾鷹）/ 紅茶（ストレート）/コカ・コーラ 各100円

中央階段下 ヨゼフまんじゅう 600円
ヨゼフフィナンシェ 350円

小学校
理科室

（日）11：00
　　15：00
（月）09：00
　　14：30

〈沖縄のブルーシールアイス〉
各250円　　バニラ/チョコ/ストロベリー/ 紅イモ

　　シークワーサーシャーベット/マンゴー/パインソルベ
〈飲み物〉

各100円　　綾鷹 /烏龍茶 /コカ・コーラ/Qooオレンジ /ファンタグレープ

B体育館

（日）11：00
　　14：00
（月）10：00
　　14：00

〈高 3学年企画〉
　　ポップコーン（POP でコーンな白ばっち） 100円
〈崎陽軒〉
　　横浜チャーハン　 660円
　　季節のお弁当　 730円
　　シュウマイ弁当 860円
〈まい泉〉　　　　　　　
　　ヒレカツサンド 420円
　　ミニメンチカツバーガー 150円
〈ミスタードーナツ〉
　　ポン・デ・リング/オールドファッション/ハニーチュロ 各108円

      11：30
　　14：00

〈ピザーラ〉
　　イタリアーナ/ Ｗテリチキ 各300円
　　ローステッドポテト 100円

（月曜のみ）
      11：00 家庭科部のけんちん汁（80食限定） 200円

お食事メニュー

English　Traditional　House の謎を解け！

2人

２F 中１A･B３F 中３A･B 

４F 高２A･B

２F 中２A･B

３F 高１A･BB１F 体育館

３F 音楽室 ２F アトリウム３F 音楽室･アトリウム

２F アトリウム ２F アトリウム

１F 講堂 １F 講堂

１F 講堂

１F 講堂

B１F 茶室

２F アトリウム２F アトリウム

４F 高３A

２F アトリウム

２F アトリウム

２F アトリウム２F アトリウム

４F LL 教室

３F エレベーター前

１F ガレリア３F 小教室

１F中央階段下 ４F 高３A

小原館 １０３

１F ガレリア

４F 小教室 ４F 生物室・物化室 ４F 高３B

小原館 １０３B１F 体育館

小原館 ２F 図書室


