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あいさつ

生徒会長：高等部３年D組　横田佳歩　　 　　

関西大学中等部高等部校長　田尻 悟郎

文化祭運営委員会総括：高等部３年Ｂ組　稲垣萌

今年も文化祭の季節がやってきました。 生徒の皆さん、準
備大変お疲れ様でした。この二日間のために合唱、クラス
企画、劇など、 積み上げてきた成果をしっかりと出し切っ
てください。文化祭は、中学高校生活の中の一大 イベント
です。全力で楽しみ、盛り上げて、素敵な思い出を作りま
しょう。

学校行事というものは、時間の流れとともにやってくるものだという
消極的な捉え方をするのではなく、皆さんが成長する場であると考え
ると、文化祭ではどんな力がつくのでしょうか。企画・運営に携わる
人は、最終ゴールを決めた上で、「時間」、「費用」、「人員」とい
う３つの要素について考えなければなりません。それは、将来、新商
品や新企画に携わるための基礎的な経験になります。合唱コンクール
の練習では、なかなか気持ちが乗らない人を叱責するのではなく、ま
ずは歌うことの楽しさを体現し、笑顔で誘うことが求められます。そ
こでは粘り強さと、感情のコントロールが求められます。これが将来、
同僚との人間関係構築力につながります。皆さんの将来の活躍は、行
事にどれだけ真剣に向き合うかにもかかっているんですね。

皆さんこんにちは!生徒会長の横田佳歩です。 今年も無事葦
葉祭を開催することができ、嬉しく思います。第8回葦葉祭
のテーマは「∞」です。開校してから8年、本校の文化祭は
毎年進化し続けてきました。今年も限界を決めることなく
「∞」の可能性を信じ、自分たちの手で今までにない文化
祭にしましょう。 最後になりましたが、ご来場の皆様、本
日は足を運んでいただき、誠にありがとうございます。是
非楽しんでください。



タイムスケジュール
１日目（15日）

２

時　刻 東館・模擬店・グラウンド(雨天時は武道場)・レストラン アリーナ

8：45 

９：20 

9：30 

10：00 

10：30 

11：00 

11：30 

12：00 

12：30 

13：00 

13：30 

14：00 

14：30 

15：00 

15：30

　 

自由見学開始　　 

レストラン：教育後援会バザー開始 (9:30) 

東館：展示 開始 (10:00) 
レストラン前：模擬店・復興支援販売会 開始  
(10:00) 

模擬店終了(15:00) 

オープニング(8:45) 

高等部パフォーマンス開始 (9:20) 

中等部合唱コンクール開始 (14:10) 

　高等部パフォーマンス発表　発表順　 
　１．S１C「異世界へGO」 
　 
　２．S１B「落月屋梁」 

　３．S２C「アダム・ロングボトムと黒の怪物」 
　 
　４．S１D「昨日の敵は、今日の友」 
　 
　５．S２D「ReD Little “裏”」 
　 
　６．S１A「君とトモヤとあの夏と。」 

　７．S２B「Prison break」 
　 
　８．S１E「REPEATDAY～君に伝えたい～」 

　９．S２A「My Self ～私たちの夢～」 

　※結果発表は，中等部合唱コンクールの 
　　結果発表の際に行います。(15:30頃)

有志発表　11:0０から (グラウンド) 
　vivache（ダンス） 
   NOLZA（ダンス）

　中等部合唱コンクール発表　発表順 
　１．J1C　空も飛べるはず 
　２．J1A　あとひとつ 
　３．J1B　奏 
　４．J2B　未来へ 
　５．J2A　栄光の架け橋 
　６．J2C　あとひとつ 
　７．J3B　YELL 
　８．J3A　はじまり 
　９．J3C　Story 
　　　結果発表と講評　

有志発表　14:00から（グラウンド） 
　1. PATATA（ダンス） 
   2. Ice9ream（ダンス） 
   3. 新世界。（お笑い）



時　刻 東館・模擬店・グラウンド(雨天時は武道場)・レストラン アリーナ

8：30 

9：00 

9：30 

10：00 

10：30 

11：00 

11：30 

12：00 

12：30 

13：00 

13：30 

14：00 

14：30 

15：00 

15：35 
15：45

各クラス　ＳＨＲ 

東館：各展示・クラス企画 開始 

レストラン前：模擬店・復興支援販売会 開始 
レストラン：教育後援会バザー開始 (9:30) 

グラウンド：委員会企画　 

　　 

　　　　 

　 

　　　　 

模擬店終了(14:00) 

各クラス　終礼(15:45)

　 

アリーナ：有志部門発表(9:00) 

ダンス同好会発表(13:40) 

生徒集合(14:20） 
エンディング(14:30) 

アリーナ：運営委員打ち合わせ(15:35)

２日目（16日）

3

有志部門 (9:00～)　発表順 
　１．牧場ミルク 
　２．ごぶりんの物語 
　３．NEGIMA 
　４．ちょろかでぃあ 
　５．べっぴんな食パンたち 
　６．うそ800 
　７．ジエチルエーテル 
　８．新世界。 
　９．PATATA 
　10．Noël Amour 
　11．Ice9ream 
　12．Beauty & the Beast 
　13．ウェゲン 
　14．NOLZA 
　15．twins 
   16．SMD48 
   17.  JATIK 
   18.  HAPPY GIRLS EVERYDAY

レストラン 
　吹奏楽部コンサート  (9:45～10:30) 
　合唱部コンサート   (10:30～11:00)

・高等部パフォーマンス部門 
　最優秀クラス発表 
・中等部合唱コンクール部門 
　３年最優秀クラス発表

１２階大階段 

　吹奏楽部コンサート(11:30～11:50) 

　能 楽 部 仕 舞   (11:50～12:20) 

　合唱部コンサート   (12:20～13:00) 

　INCANTOコンサート (13:00～13:30)



北館前
模擬店部門の紹介

模擬店の営業時間 
　[１日目] 10：00 ～ 15：00 
　[２日目]   9：30 ～ 14：00　　※両日とも，売り切れ次第終了します。 

注意事項 
　・商品の購入は現金でお願いします。(金券販売はありません) 
　　※なるべくおつりのないようにお願いします。 
　・飲食は，飲食スペース及び，レストラン内でお願いします。 
　・ゴミは，分別してゴミ箱に捨ててください。

４

フリースロー 
大会 

委員会企画



５

模擬店 クラスからのコメント
３年A組 今年、S3Aでは焼き鳥、焼きそば、水あめ（くじ付き）を販売し

ます！二日間の葦葉祭を楽しむ中で、何か食べたいなと思った際
にはぜひ「やきとりフレンズ」におこしください。お腹を空かせ
たあなたを熱々の焼き鳥、焼きそばをつくってお待ちしていま
す。

模擬店　「やきとりフレンズ」
・焼き鳥　・焼きそば 
・水飴 

３年B組 カラフルで「ふわふわ」なわたがし、「ぽんぽん」と
弾けるバラエティ豊かなポップコーン。この当店の最
強卍コンビが皆さまのお腹を満たせるよう真心込めて
作ります♡是非ご賞味あれ！

模擬店　「ふわふわぽんぽんりんりん」
・わたがし（プレーン､イチゴ､パイン､ソーダ） 
・ポップコーン

３年C組 たこさんウィンナーはお祭り気分を味わえるお店で、
商品は葦葉祭初のたこせんと大人気でみんな大好きな
フランクフルトです。両方１コインで小腹を満たすの
にピッタリ♪ 
気になった方はぜひ立ち寄ってみてください。

模擬店　「たこさんウィンナー」
・たこせん 
・フランクフルト

３年D組
よく冷えた、かき氷と飲み物あります！  
良かったら来て下さい！

模擬店　「H₂O（固）」
・かき氷 
・飲み物
生徒会・水泳部 ヤマブドウサイダーや種類の豊富な缶詰など、普段手に入らない

ような商品がたくさんそろっています。売り上げは、震災のあっ
た東北や熊本の復興支援金として募金します。 
ぜひお越しください。

模擬店　「復興支援販売会」
・ヤマブドウサイダー 
・豊富な缶詰 



高等部 パフォーマンス部門の紹介【北館４階アリーナ】

６

高　等　部　１　年 クラスからのコメント
１年A組 私たちS1Aは、25人での少ないい人数の中、一本の映

画を作り上げました。主人公である３人の思い出ととも
に刻々と迫ってくる時間。現在過去未来を飛び回りなが
ら真実に迫っていく友情学園ストーリーをどうぞ。

映像　「君とトモヤとあの夏と。」

時間：15日(金)   11:55～12:15

１年B組 個性豊かな問題児たちが、織りなす愉快痛快爽快なス
トーリー。超癖が強い問題児と教師たちが舞台上を暴
れ回ります。時に笑いを時に友の大切さを魅せる演技
で皆さんに伝えます。どうぞ最後までご覧ください。 

劇　「落月屋梁」

時間：15日(金)　9:55～10:15

１年C組 主人公、介のクラスでいじめが起きていた…。 
そんな時、自分を変えたいと願う介は、1人のゲーム好
きの神と出会う。介の心は変わるのか⁉S1Cの個性が光
るオリジナルストーリー、どうぞご期待ください。

劇　「異世界GO」

時間：15日(金)　9:25～ 9:45

１年D組 桃太郎が鬼退治して、しばらく経ったところからこの物語
は始まる。鬼を倒したことに対して罪悪感を感じ、ノイロ
ーゼになる。それを心配したお爺さんやお婆さんたちが話
しに行くが失敗に終わる。その間に桃太郎は一体…

劇　「昨日の敵は、今日の友」

時間：15日(金)　10:55～11:15

１年E組 どうもS1Eです。私たちのパフォーマンスはクラス劇
「REPEATDAY～君に伝えたい～」で、ずっと思いを寄せ合
っていた幼馴染二人の恋の物語です。この日のために色々と
準備をしてきましたのでみなさんぜひお楽しみください。

劇　「REPEATDAY～君に伝えたい～」

時間：15日(金)　12:55～13:15

高　等　部　２　年 クラスからのコメント

２年A組 舞台は高校二年生の晩夏。自分の将来について、生徒達は
夢や不安を抱えて生活していた。それはまさに、これから
演じる生徒達と何も変わらない心で。13:25からアリーナ
にて、是非、次なるステップに成長する姿をごらんくださ 
い。

劇　「My Self ～私たちの夢～」

時間：15日(金)　13:25～13:45

２年B組 舞台はある刑務所。そこは一生出られないことで有名な刑
務所であった。そこにある日、ヒロという囚人が収監され
る。彼は他人の罪を被ってこの刑務所に入ったのだとい
う。ある日、ヒロは囚人たちに脱獄を提案。彼らの脱獄劇
が始まる。 

劇　「 Prison break」

時間：15日(金)　12:25～12:45

２年C組 ハリーポッターの孫世代の生徒達が事件を解決しようと奮
闘。オリジナル友情物語『アダム・ロングボトムと黒の怪
物』です。生粋のドジっ子、アダムが起こしたハプニング
とは⁉　S2C全員で作り上げる魔法アクションは必見！

劇　「アダム・ロングボトムと黒の怪物」

時間：15日(金)　10:25～10:45

２年D組 私たちの劇は、童話赤ずきんと、三匹の子豚を融合したオリ
ジナルストーリーです。本家の赤ずきん、三匹の子豚とはひ
と味もふた味も違う作品と成っています。オリジナリティあ
ふれるS2Dならではの劇をぜひお楽しみください！お待ちし
てます！ 

劇　「ReD Little “裏”」

時間：15日(金)　11:25～11:45



７

中等部  合唱コンクール部門の紹介【北館４階アリーナ】
中　等　部　１　年 クラスからのコメント

１年A組 初めてJ１A皆で創り上げる活動で、最初は音も揃わずバラバラ
で苦戦しましたが、練習を積み重ねることによって徐々に良くな
っていきました。今までの努力の成果を発揮できるように頑張り
ます。

曲　あとひとつ

１年B組 私たち J１B は、様々なことに協力し、挑戦してきました。合唱
の練習当初、上手く纏まることができなかった私たちですが、持
ち前の粘り強さを活かし、完成させることができました。まだ入
学して１年も経ちませんが、一生懸命頑張ります。

曲　奏

１年C組 Ｊ１Ｃは元気で何事にも真正面から挑戦するクラスです。「空も飛べる
はず」は不安や期待の気持ちと新しく始まった私たちの中学校生活を置
き換え、選曲しました。今年の一年は何事も初めてで、さらにトップバ
ッターという大役ですがその大役を務められるよう悔いのないよう頑張
ります。

曲　空も飛べるはず

中　等　部　２　年 クラスからのコメント

２年A組 練習が始まってすぐの頃はバラバラで、クラスの大半は他クラスの合唱
には敵わないと思っていた私達。練習していくなかでもたくさんぶつか
りあってきました。先生に怒られ、腹が立っていたこともあった私達で
すが毎日できるだけ長く練習を重ねお互いに指摘しあってここまでこれ
ました。最後まで全力で歌い、皆さんに最高の団結力をお見せします。

曲　栄光の架橋

２年B組 未来へ、この歌の背景には、今まで大切に育ててくれた母親への 
感謝の気持ちを描いた一曲で、とても心が和やかになる曲です。 
毎日朝、放課後とたくさんの時間を費やし、完成させた歌声をス 
テージから響かせます！

曲　未来へ

２年C組 私たちはこの曲を長い時間をかけて練習してきました。「僕は信
じてるから 君も諦めないでいて」という歌詞のように、最後ま
で自分たちを信じて諦めずに挑戦するという思いをこめて、歌い
たいと思います！

曲　あとひとつ

中　等　部　３　年 クラスからのコメント

３年A組 中学校生活のはじまり。Ｊ３Ａのはじまり。これまでたくさんのはじま
りを経験してきた私たち。合唱練習が始まったのは３週間前でした。た
くさんのことをみんなで乗り越えて迎える今日の合唱が、最高のものに
なりますように。聞いてください、私たちの『はじまり』曲　はじまり

３年B組 日頃からお世話になっている先生へ。いつも側にいてくれる友人へ。ずっ
と支えてくれている家族へ。陰ながら応援してくれるすべての人へ。感謝
の思いと、次の道へ羽ばたく決意をもって、聴いてくれる方の心に響く
優しいハーモニーを披露します。届け。J3BのYELL。曲　YELL

３年C組 Ｊ３Ｃは個性豊かなクラスで、みんながまとまるのに時間がかかった
り、時には意見の食い違いによって、ケンカになったりしましたが、今
日のために練習してきました。私たちが歌うのは、Story です。男性パ
ート・アルト・ソプラノのそれぞれのハモりをぜひ聞いてください。曲　Story



有志グループの紹介　　　   【北館４階アリーナ・他】

８

グループ メンバーからのコメント

牧場ミルク 昨年も出場させてもらいました。牧場ミルクといます。昨年と
メンバーが入れ替わってしまいましたが、二年目として精一杯
パフォーマンスをしますのでよろしくお願いします。16日(土)　9:00頃から

ごぶりんの物語 アコースティックギター2本で、エレキギターやロックバンドと
はひと味もふた味も違うパフォーマンスを行います。激しいバ
ンドやダンスなどの間に、少し休憩するといったスタンスで見
に来ていただけると嬉しいです。

16日(土)　9:20頃から

NEGIMA NEGIMAで～～す！！！今回僕たちはWANIMAの「THANX」
「やってみよう」「ともに」をカバーします！知っている人は
ぜひ一緒に歌ってください！！16日(土)　9:35頃から

ちょろかでぃあ こんにちは！ぼくたちはちょろかでぃあと言います！本日は大
人気のロックバンドbacknumberの曲から「ハッピーエンド」
と「sister」をお送りしたいと思います。来てくれた方々に圧倒
的感謝！！！

16日(土)　9:50頃から

べっぴんな食パンたち べっぴんな食パンたちです。ステージ上と客席が一体となって
楽しめるステージを目指します！皆さんに楽しんでいただける
ようにがんばりますので、是非見に来てください！16日(土)　10:05頃から

うそ８００ 高一初有志バンド「うそ８００」です。結成したばかりでまだ
未熟ですが、皆さんにとって楽しい時間になるようにがんばり
ます。本物のライブのように盛り上がりましょう！短い時間で
すが、是非来てください！

16日(土)　10:25頃から

ジエチルエーテル 生徒会長の呼びかけにより急遽結成された多学年バンド学年の
違いからあまりまとまりがないが勢いだけでなんとか乗り切ろ
うとしてるので、盛り上がってあげてください16日(土)　10:40頃から

新世界。 どうも新世界。です。 
突然ですがここで我々からのお願いです。 
笑ってくだああさい。 
無理にでも。なにがあっても。いついかなる時も。 
なんせ初心者なんでね。お手柔らかに。

15日(金)　14:00過ぎから 
　　　　　@グラウンド 
16日(土)　11:00頃から

PATATA
PATATAです♡２ねんぶりできんちょうするけど、がんばりま
す！♡10：50～11：00なので、みんなみにきてください♡

15日(金)　14:00から 
　　　　　@グラウンド 
16日(土)　11:05頃から

Noël Amour こんにちは！Noël　 Amour（ノエルアムール）と言います！フ
ランス語で“クリスマスの恋”という意味です！Perfumeのコピ
ーをします。私たちは“ミラクル”を起こします。16日(土)　11:15頃から



９

Ice9ream
こんにちはice9reamです！最近日本でも人気のtwiceの曲を踊
ります！甘くてちょっとビターな私たちのいろんな”味”を楽し
んでください♡掛け声で一緒に盛り上がりましょう！

15日(金)　14:00から 
　　　　　@グラウンド 
16日(土)　11:35頃から

Beauty ＆ the Beast 話題となったディズニー映画「美女と野獣」より、「How 
does a moment last forever」「Evermore」「Beauty and 
the Beast」を歌います！！バンドとはまた少し違った”声楽"の
響き豊かな歌声をぜひ聴きに来てください！！

16日(土)　11:50頃から

 ウェゲン どうもウェゲンです。私は歌うことが大好きで一週間に一回河
川敷に行って歌の練習をしています。今日はいつも歌っている曲
の中でも特に自信のある曲を二曲歌いますので是非楽しんでく
ださい。 

16日(土)　12:05頃から

NOLZA 中３女子４人組です。K-POPのダンスを完コピします。
BLACKPINKなどのみんなで盛り上がれる曲から、かっこいい
曲まで様々なジャンルの曲を踊ります！ぜひ見に来てくださ
い！！

15日(金)　11:00から 
　　　　　@グラウンド 
16日(土)　12:20頃から

twins

16日(土)　12:30頃から

SMD48 こんにちは。SMD48です！メンバー9人全員がラクロス部員の
グループです！AKB48グループ・乃木坂46・欅坂46の曲を踊
ります！高校最後の文化祭！4年間の集大成をぜひ見に来てくだ
さい！

16日(土)　12:40頃から

JATIK 私たちは高３女子５人のグループです。 
今年はE-girlsやBLACKPINKなど幅広いジャンルの有名な曲を
踊ります！一緒に盛り上がりませんか！？ 
是非来てください！！

16日(土)　12:55頃から

HAPPY GIRIS 
EVERYDAY

こんにちは！ハピガです！ ももいろクローバーのコピーをしま
す。私たちは中１から６年間、有志部門に出場してきました。 
今年は６年間の集大成として最高のライブにします！16日(土)　13:10頃から

　　　　　　　　 　　　　　【東館７階中等部英語教室１】

有　　志 メンバーからのコメント

将 棋 私たちは今回、有志として将棋の対局を行います。私たちと 
対局してあなたが勝った場合、素敵な賞品を差し上げます。 
ぜひ挑戦しに来てください。

15日(金)　12:00～12:30 
16日(土)　11:00～13:00



有　　志 メンバーからのコメント

INCANTO ディズニー楽曲を愛する2人組歌唱グループ、INCANTOです！ 
合唱部で実力トップレベルを持つ２人の濁りのないハーモニー 
で、皆さんをINCANTOー魅惑ーします！16日(土)　13：00から

10 

部  活  動 メンバーからのコメント

フリースロー大会 こんにちは！私たちは女子バスケットボール部です！今年
もグラウンドで楽しい企画をしたいと思います！参加して
くれた方には景品もあります！是非遊びに来てください！女子バスケットボール部

有　　志 メンバーからのコメント

ダンス
vivache
時間：15日（金）11：00から

お笑い
どうも新世界。です。突然ですがここで我々からのお願い
です。笑ってくだああさい。無理にでも。何があっても。い
ついかなる時も。なんせ初心者なんでね。お手柔らかに。

新世界。

時間：15日（金）14：00から

委員会企画 メンバーからのコメント

ビンゴ大会！（全２回開催）
委員会企画のビンゴ大会は景品が豪華！だれでも、気軽に
参加してください。時間：16日（土）10：30～11：00 

　　　　　　　　 12：30～13：00 

自由参加型○×クイズ 全員参加型の○×クイズを用意しています。敗者復活戦も
あるので、負けても途中で帰らないで！時間：16日（土）11：15～12：00

　　　　　　　　　　　　　　 　  【グラウンド】

　　　　　　　　　　 　  　　　【東館７階多目的ルーム】

希望参加型勝ち抜きクイズ 希望参加型の勝ち抜きクイズを用意しています。先着順で 
す。早めに委員会企画本部で受付をしてください。時間：16日（土）13：15～14：00

委員会企画 メンバーからのコメント

　　　　　　　　　　　　　　   【東館12階大階段】
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スタンプラリー用紙
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東館フロアマップ
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中等部　学年・クラスの取り組みの紹介
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中　等　部　１　年 学年からのコメント

１年合同 私たちは「謎解き　東館ラリー」を実施します。音楽教
室１をスタートとして、東館内の１２のポイントで謎を
解き、ゴールを目指します。ぜひ東館で行われている他
の企画も楽しみながら、謎解きにチャレンジしてくださ
い。

謎解き　東館ラリー

場所：東館８階音楽教室１（受付） 

　　　東館６～１３階

中　等　部　２　年 クラスからのコメント

２年A組 縁日のような雰囲気で小さい子から年配の方まで、幅広い世代
の方々が楽しめるような内容になっています。すべて、ポイン
ト制になっていて高得点獲得の方には、ちょっとしたプレゼン
トも！？どんな年代の方にも大歓迎！ぜひ、遊びに来てくださ
い！！

縁日

場所：東館７階Ｊ２A教室

２年B組 私たちは、卓球を実施します。小さいお子さんから大人の方ま
で幅広い世代の方に楽しんでいただけます。初心者の人も安心
してください。ラリーが普通ではない？？ちょっとした景品も
あるのでぜひぜひ来てくださいね！！

温泉卓球

場所：東館７階Ｊ２Ｂ教室

２年C組 私たちは、お祭りなどの屋台でよく見かけるもぐらたた
き、ヨーヨーすくい、ボーリング、ダーツをします！景
品もあり、小さなお子さんからお年よりの方まで皆さん
楽しめますので、是非来てください！

屋台

場所：東館７階Ｊ２Ｃ教室

中　等　部　３　年 学年からのコメント

３年合同 10月のカナダ研修で現地校交流にて日本文化を紹介する
ブースを開設します。文化祭でも先行企画として日本の
伝統的な文化や遊びを中心に紹介します。景品多数！ぜ
ひお楽しみください！

Japanese Culture Festival

場所：東館６階

16日（土）9:00～13:30（全学年とも）



クラブ・教科・委員会企画の紹介
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クラブ・同好会活動 クラブ・同好会からのコメント
吹奏楽部 今年も吹奏楽部は朝から文化祭2日目を盛り上げます!!今話題 

のJ-POPからディズニーの名曲、一度は聞いたことのある 
有名テレビCMメドレーまで盛りだくさん!!一緒に楽しみま 
しょう!!

吹奏楽ステージ
１６日 (土)　9:45～　  レストラン　　
吹奏楽部 いつものステージとは打って変わって,グループごとに少人数で 

演奏するアンサンブルで皆さんに音楽を届けます。少人数なら 
ではのそれぞれの楽器の音色をお楽しみください!!

アンサンブルステージ
１６日 (土)  11:30～    12階大階段 　
能楽部 私たち能楽部は仕舞の発表を行います。仕舞とは能のハイライ 

トを謡いに合わせ能面や装束を着けずに演じるものです。６つ 
の演目をそれぞれ部員が担当します。ぜひ見に来て下さい！

発表
１６日 (土)  11:50～    12階大階段 　
合唱部 去年より歌声の重厚さを増した合唱部です！実写映画が大ヒッ 

トした美女と野獣の楽曲や、皆さんが知っているJ-POP、神聖 
なる聖歌など様々なジャンルに挑戦します！是非聞きに来てく 
ださい！

合唱発表
１６日 (土)　10:30～　レストラン　  
　　　　　　 12:20～   12階大階段　
茶道部

茶道部です！5階お茶室にて、金曜日10時、土曜日10時半から 
お茶会を開いています。浴衣を着た生徒たちが精一杯おもてな 
しをします。美味しいお茶とお菓子を用意して、お待ちしてい 
ます！！！

お茶会（茶席券 200円）
場所：東館5階　茶室「高妙軒」 
時間：15日 (金) 10:00～ 
　　　16日 (土) 10:30～
アート部 アート部は美術室１にて、見応えある作品展示と体験教室をし 

ています。レジンやサンドブラスト、プラネタリウムを楽しめ 
ます！ぜひここで素敵な作品を手に入れてください！ 
なお、体験には各２００円の実費がかかります。

作品展示　体験教室（200円）

場所：東館10階　美術室１

華道部 活動がない月もあったりして苦労したところもあったけれど、
文化祭までみんなで頑張ってきた成果をみんなに見せたいと思
います。一人一人の個性あふれる作品を是非ご覧ください。

作品展示
場所：東館11階　オープンスペース
英字新聞部 英字新聞部は名前の通り英語で新聞を作っています。私たちは

これまで作った新聞展示を行い、文化祭では英語のクロスワー
ドも楽しめ、素敵なお土産を配布します！是非来てください！

展示、クロスワード
場所：東館11階　英語教室１
マルチメディア部 マルチメディア部です。マルチメディア部ではその名の通り 

マルチに展示しています。無料のワークショップもあります。 
12階のマルチメディア室にぜひお越しください。 

展示
場所：東館12階　マルチメディア教室
ダンス同好会 部発表でのダンス発表と吹奏楽部とのコラボを行います。 

どちらも違う印象のダンスをお見せできると思います。 
お時間がある方はどちらのダンスも是非見に来て下さい。

ダンス発表
16日(土)　  9:45～      レストラン 
               13:40～　　アリーナ　　　
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教　科 教科からのコメント

中等部１年　英語
夏休みに“My Favorite Country“と題して、その国の 
食べ物、観光地、動物、自然、歴史等写真を添えて、 
英語で書いたリポートを展示します。

展示

場所：東館８階　オープンスペース

中等部１年　国語 季語を詠み、１７音で思い思いの気持ちや風物を 
自由に表現してみました。 
是非、お立ち寄りください。

展示

場所：東館７階　オープンスペース

中等部２年　英語 夏休みの課題として、「行ってみたい場所」に 
ついて、英語で作文しました。優秀な作品を写真 
と共に公開します。

展示

場所：東館８階　オープンスペース

中等部３年　学活
カナダ研修に向けて、カナダやバンクーバー、
ビクトリアに関して調べた内容を展示します。展示

場所：東館６階　オープンスペース

中等部３年　国語 夏休みに作った俳句です。１年生の時に俳句、２
年生で短歌を作りました。3年目で少しは上達し
ていると思います。ご覧ください。

展示

場所：東館７階　オープンスペース

中等部　総合・考える科
J1「MACHIプロジェクト」，J2「MIRAIプロジェ
クト」，J3「MICHIプロジェクト」と各学年の考え
る科の活動のようすを紹介します。

展示

場所：東館１３階　テラス前

中等部１年　地理・歴史 夏に多いイベントといえば、お祭り！夏休みを 
利用して日本の各都道府県から一人一県を担当し、 
日本各地のお祭りの由来や歴史などについて 
調べました。各クラス優秀作品の展示です！

展示

場所：東館８階　J1A前階段

中等部２年　国語
夏休みの課題で作った短歌を展示します。ぜひ、 
お読みください。展示

場所：東館８階　オープンスペース



高等部１年・２年　プロジェクト科目
S1はプロジェクト基礎における年間計画と活動のようす
を、S2は年間計画と大阪フィールドワークでの活動のよ

うすを紹介します。

展示

場所：東館１３階　テラス前

国際理解

2016年度イギリス研修の映像と、ITC（ディベート大

会）・英語発表の様子をご覧いただきます。
展示

場所：東館１１階　英語教室１

高等部２年　英語
高等部２年生が夏休みに読んだ英語のサイドリーダーに

ついて、あらすじ・印象に残った文・感想を英語（一部
日本語）でまとめたものを展示します。

展示

場所：東館１１階　廊下

入　試　広　報 入試広報からのコメント

入試広報部 ９月16日（土）、本校を志望校としてお考えの皆
様に、個別相談の場をご用意いたしました。募集要

項もお渡しできますので、是非お立ち寄りくださ

い。

受験相談室

場所：東館１３階　中講義室 
時間：16日（土）　9:00～14:00
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理科
生徒たちの学習成果や作品を展示します。物理教室では

ラジックアースや立体的な星座が展示され，宇宙空間を
楽しむことができます。

展示

場所：東館１３階　物理教室 
　　　　　　　　　化学実験室




