
芸能花伝舎（旧淀橋第三小学校）



2

学園長からの挨拶

ー“青春”とはなにかー

青春という言葉を辞書で引くと、人生の春にたとえられる時期。と出てきた。

しかしそれを世間に問うと、ほとんどがまるで当たり前のように過去の話のような言い方をする。

青春とは、長い人生の間に、ほんのいっときしかないものなのだろうか？

違うだろう。

それが人生の春であるのだとしたら、きっとそこは桜舞い散る門出である。

つまり、これから始まる“何か”の予感であり、過去にのみあるものではない。

一度だけのものでもない。

誰もにとって今日は明日に繋がっていて、未来への予感はすぐそばにあるはずだ。

本日開催される『青謳祭』は、夢に溢れたアーティストたちが、

今日までの道のりで行き着いたゴールであり、明日へのスタートラインである。

そう、紛れもなく青春そのものなのである。

あなたにとってはきっと、

初めての廃校音楽フェスという未知なる世界へ踏み込む瞬間である。

今日、青謳祭の門をくぐった生徒たちすべてが、

帰り道に胸を張って“青春”と言えるような時間を、

共に創造できればと思っております。

青謳学園 学園長
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青謳学園校章
「青春の喜び」「切望」が花言葉の
【クロッカス】をモチーフにしています。

青謳祭って
？

URPを中心に、

青春をテーマに集まった

アーティストやパフォーマー数十組が繰り広げる

廃小学校を利用しての学園祭型音楽フェス!!

UnRealProject（URP）とは

ホームページ  http://www.unrealproject.net/ Youtubeチャンネル https://www.youtube.com/channel/UCAv1xHMLZDs2Zo5wqDOJxbQ

プロデューサー 渡邉沙志（ワタナベサトシ）

《嘘みたいな事を本当にしよう》をテーマに集
まったシンガーやクリエイター、カメラマン
など総勢50名以上で構成される日本最大級の
J-POPショークワイアグループ。
毎年一度、異業種とのコラボレーションにて大
規模な単独公演をおこなう。
またフラッシュモブやYoutubeでのコンテン
ツ発信などの活動も精力的におこない、2016年
には静岡セキスイハイム不動産のCMソングを
担当。更なる可能性を探し続けている。

作編曲家・プロデューサー。
NMB48『甘噛み姫』を始め、欅坂46、SKE48、黒子
のバスケキャラクターソング、ふなっしー公式
応援ソングなどを手がける。

半券代わり
缶バッヂ
《1日目》

半券代わり
缶バッヂ
《2日目》
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時代をつくる音楽を生み出す
３人による作曲家トークライブ！

NMB48、欅坂46、でんぱ組.inc、平原綾香、クリスハートといった第一線の
アーティストの楽曲を手掛ける作曲家、渡邉沙志、青山亮、堂野晶敬の3人
での豪華対談!!作曲家からの目線での音楽トークは普段聞けない音楽談
義になること間違いなし!!

【音楽】作曲家トークライブ 18日 16：10〜／体育館サブ

特別コンテンツ
UnRealProjectがオススメする!

手作り楽器を
空に向かって響かせよう

廃材を使った楽器のワークショップです。
今回作るのは“牛乳パックタンバリン”！
そして！小学生以下のお子さまは作った楽器を持って
ステージにもあがれちゃう特典付き！一緒にフェスを盛り上げましょう！

楽器を作ろう（こども） 18日 18：00〜／教室

親子連れ
でも楽しめる

子ども向けイベント

みんなで教室を
飾っちゃ謳歌（おうか）！

親子で参加できる工作教室です‼
昔遊んだおりがみやお絵描き
あの頃を思い出してみませんか?苦手な方でも大丈夫!
皆様の参加をお待ちしております。

【図工】教室装飾を一緒にしよう 18日 13：20〜／教室

親子連れ
でも楽しめる

子ども向けイベント

フィナーレで会場のみんなと
学園歌を大合唱しよう!!

最後に学校の校歌を歌ったのはいつですか？
当時は何も感じることなく、
いやむしろちょっと面倒に思いながら歌っていたかもしれない校歌。
今、歌ってみたら、ちょっと笑えて、懐かしい。そんな気持ちが芽生えるかもしれません。
そんな校歌をイメージしてつくられたUnRealProject「学園歌」。
学園祭型音楽フェスにちなみ、「青謳祭」の18日、19日両日のフィナーレでは
会場全体でこの曲を大合唱します!!

UnRealProject
【音楽】学園歌練習

18日 18：45〜／体育館メイン

19日16：55〜／教室

19日17：30〜／体育館メイン

学園歌は
裏表紙
参照！
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Back

Front

学園
グ ズ!ツ

Tシャツ
¥2500
サイズ／

S･M･L･XL･XXL

シリコン
バンド
¥500

会場一斉？！学力テスト

学校といえばテスト!!
ということで、体育館で学力テストを開催!!
あなたの今の実力を腕試ししよう!!

参加型学力テスト 18日 12：55〜／体育館サブ

青謳祭のNo.1に輝くのは…
ミス青謳コンテスト

アイドルやグラドルがミス青謳をかけて、
クイズやシチュエーション演技に挑戦!
そして、その結果を決めるのは会場にいるアナタ!!

ミス青謳祭 19日 13：00〜／体育館メイン

今日から使える
モテ声ボイトレ講座！

Voice Crew代表、ボイストレーナーの毛利大介による人気講座を
青謳祭で体験してみませんか?!

【保健体育】モテボイス講座 19日 14：15〜／教室

公開！
ラジオ収録！

渡邉沙志がメインパーソナリティーをつとめる、レインボータウンFMに
て放送中の『Crossing Music～渡邉沙志のSUNDAY GOGO～』なんと！
公開収録しちゃいます！
ゲストの青春エピソードが聞けるかも?!  

アシスタント／ココロニトライアド.　
ゲスト／河内麻沙美（元SDN48）、玉元正男（フィンガー5）

ラジオ公開収録 19日 12：35〜／教室

LET'S STOMP！
ワクワクリズム遊び♪

いろんな曲に合わせてガラクタ楽器を使ったリズム遊びにチャレンジ！
お子様～大人まで楽しめます！
自然と体が動いちゃう楽しさを体感しよう！

【音楽】リズム遊び 19日15：25〜／教室

親子連れ
でも楽しめる

子ども向けイベント

みんなで

揃えちゃおう！

タオル
¥1500

審査員は
元SDN48
河内麻沙美
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学園一のちびすけ
●まるち

18日 11：50〜／体育館サブ

はばたけ！
静岡生まれのエースシンガー
●上村昌也

18日 12：20〜／体育館メイン

100本ノック達成！
追い続けるバッター
●かさね

18日 13：15〜／体育館メイン

地球儀ギターの地理系女子
●せりかな

18日 13：50〜／体育館メイン

給食を食べるスピード
ナンバー1
●海老原瞬

18日 14：20〜／体育館サブ

しあわせ進路指導室
手相詩人 心之介。

18日ブース

19日 ブース

男子生徒釘付け！
揺れるロマンGカップ

小嶋みつみ

18日ブース

19日 ブース

青春クワイア倶楽部
UnRealProject

18日 18：45／体育館メイン

19日 17：30／体育館メイン

マドンナだらけの女子合唱部
ココロニトライアド．

18日 14：40／体育館サブ

19日 12：15／体育館サブ

クラスメイトならぬ
ソウルメイト

One Heart Project

18日 16：10／教室

19日 13：45／教室

18日

18日・19日

青謳祭出演アーティスト

大紹介! 全52組の人気アーティストが

まとめて見られる青謳祭！

このチャンスに

いろんなアーティストの

さまざまな音楽を感じてみよう！
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キラキラ弾ける音楽室！
●はらかなこ

18日 15：00〜／体育館サブ

学校のおしゃれサウンド番長
●TOKYO RABBIT

18日 15：25〜／体育館メイン

モジャモジャ
スモールグラウンド
●斉藤慶

18日 16：45〜／体育館メイン

校舎に轟くボンバーヘア
●アサコ

18日 17：30〜／体育館サブ

クラスを賑わす
モテボイス関西人
●森翼

18日 17：45〜／体育館メイン

放課後恋バナ相談役
●オオモリヨウヘイ

18日 18：30〜／体育館サブ

鍵盤とマイクで輝く
学校の小さな太陽
●治田陽

18日 11：50〜／教室

学園のピアノヒーロー
●市太朗

18日 12：20〜／教室

ガリ勉メガネシンガー
●加藤あつし

18日 12：50〜／教室

大声で吠える応援団
●フラウタ.

18日 14：20〜／教室

関西からきた笑いの保健係
●芥子莉紗

18日 14：50〜／教室

時代を奏でる図書委員
●はらぺこあおむし

18日 13：50〜／教室

放送委員の裏ボス
●磯貝マナト

18日 15：20〜／教室

●小田ルイ

18日 16：30〜／教室

Be together as one
●佐久間元樹

18日 16：10〜／体育館サブ
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昼休みを音のそよ風で彩る
植物係
●Tonerico green

18日 17：30〜／教室

学園一のぽっちゃり、
おやつわ芋けんぴかえぴょん
●笑愛 かえで

19日 11：45〜／体育館サブ

生意気姉妹の新入部員
●WAY WAVE

19日 11：55〜／体育館メイン

くせ者だらけの生徒会
●劇団コンシール

19日 12：40〜／体育館サブ

終わらない放課後を見ないか!?
●C-Style

19日 12：25〜／体育館メイン

男勝りな番長ガール
●大熊七緒

19日 12：50〜／体育館メイン

学校一のアウトロー
●SSR

19日 13：35〜／体育館サブ

バスケ部副キャプテン
●富山晃樹

19日 13：50〜／体育館メイン

入部資格は熱いハート！
青春合唱部
●UnRealDreamate

19日 14：10〜／体育館サブ

校庭を潤すポッピンシャワー
●森山優理子

19日 14：20〜／体育館メイン

放課後の屋上部
●月灯り

19日 14：50〜／体育館サブ

微分積分 スターライトヘヴン
●スターライトヘヴン

19日 15：10〜／体育館メイン

2ねん8くみの精鋭女子
●Asterisk from 2ねん8くみ

19日 11：30〜／体育館メイン

19日
ビタミン放送委員長
●濱津美穂

18日 17：00〜／教室
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おませな登り棒のヒロイン
●Eririn

19日 15：35〜／体育館サブ

放課後は新宿二丁目へ！
●おベガス！

19日 16：00〜／体育館メイン

クラスの愛犬
●飯干彩華（ぽち）

19日 16：20〜／体育館サブ

校舎にかかるカラフルレインボー
●Voice of Mind

19日 17：05〜／体育館サブ

天然クラブ癒し部長
●西室佑美

19日 11：30〜／教室

アポロヘアーのおやつ係
●aco♡aco

19日 12：00〜／教室

学園のスーパースター
●玉元正男(フィンガー5)

19日 17：30〜／体育館メイン

19日 12：35〜／教室

クラスならぬclassの英雄
●日浦孝則（元class）

19日 16：35〜／体育館メイン

結果を出させるモテ声先生
●毛利大介

19日 14：15〜／教室

弾けるスマイル^^
クラスの人気者
●Minori

19日 14：55〜／教室

赤点の赤は情熱の赤
●岸田冬志樹

19日 15：55〜／教室

心の黒板消し
●葵

19日 16：25〜／教室 19日 13：00〜／体育館メイン

19日 12：35〜／教室

キュン死に続出！
学園のマドンナ
●河内麻沙美（元SDN48）



ご協賛
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ミュージション
「毎日の楽器練習は、時間を忘れて熱中したい！」
「自宅をスタジオにしてDTM＆音楽制作がしたい！」
「夜中でも気兼ねなくDVD鑑賞したい」
遮音性能を高め、誰に気兼ねすることなく、好きな時に自
由に音楽を楽しむことが出来る暮らし。
―音楽を思う存分楽しめる空間がほしい―
音楽を愛する人なら誰もが抱く、シンプルな想いを実現し
たのがMUSISIONです。
プロの演奏家から趣味を満喫したい人まで、
様々な音楽家たちが求める、生活と演奏や創作の場がひと
つになった理想の空間がここにあります。

いちゃりBar
フィンガー5 MASAOの店。
USAバーの店内は
沖縄料理とフィンガー5
ギャラリーが楽しめます！
418：00～25：00
5日曜日
2荒川区町屋3-2-1
ライオンズマンション
B-101
103-3809-5531

PACHIRA パチーラ

美味しいカクテルと
自慢のフードが楽しめる
こじんまりとした
カジュアルバーです。
416：00～翌5：00
5日曜日
2新宿区歌舞伎町1-13-7
Tokyo19ビル地下2F
103-3203-1007



11

VoiceCrew
Voice Crew代表、
ボイストレーナーの毛利大介による人気講座を
青謳祭で体験してみませんか？！

VoiceCrew 新宿スタジオ 代表 毛利大介

Crossing Music School
作曲家・プロデューサーの渡邉沙志が、知識と経験を生かし、
2017年12月よりミュージックスクールを開講いたします。
J-POPショークワイアプロジェクト「UnRealProject」（以下
URP）と連携し、本格的なライブやレコーディングなど、現場
と直結した育成、輩出を行います。

↓詳しくはこちら

アーノルド フジ タカムラ
千葉県船橋市 芝山団地の商店街にある
元バンドマンが経営している街のパン屋さん。
思い出の味として、芝山に限らず、
市内に住むたくさんの人に40年以上も愛され続けている。

入会金／10800円（税込み）

月謝／8500円（税込み）

毎週日曜日
120分のグループレッスン

受け放題

クワイアコース
入会金／10800円（税込み）

月謝／19440円（税込み）

マンツーマンの
個人レッスン60分を

3回！

ソロヴォーカルコース



一 みなぎる笑顔のまたたきが あふれるこの場所に

轟く願いの歌声は 夢のしらべ

描いた彼方までいざ行かん 

未来奏でる この学び舎

 

二 こころもとなし夜に抱かれ ひしめく希
の ぞ み

望なら

瞼のうしろに寄りかかり 思ひいでて

心の真ん中に友はいる 

永
と わ

遠にほつれぬ 固い絆

 

三 のびゆく理想のこの旅路 見えない景色でも

臆病な青春の羽に 汗を込めて

歩んだこの日々は糧となる 

信じた奇跡は 明日の空に

夢を育む この学び舎

学園歌

入
口

教室ステージ

受付 横断幕

フォト
スペース

グッズ

フ
ー
ド
販
売

ブ
ー
ス

ブ
ー
ス

体育館
メインステージ

体育館
サブステージ

入口

階段

扉
入
口

校内マップ

作詞･作曲／渡邉沙志

横断幕に皆さんの
夢を書いてもらう
スペースです


