
一般公開は9月17日のみです。

平成28年度 関西大学中等部高等部 文化祭



時　刻 東　館　・　武道場　・　模擬店 アリーナ・レストラン
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東館 各展示教室・模擬店 開始(10:00) 
北館２階 武道場： 
　 
東館５階：お茶会開始(10:30) 

東館７階：有志発表開始(10:30) 

東館12階：フィールドワーク部プレゼン開始　　　 
(13:00) 

東館７階：葦葉祭スーパータイム(13:30) 

模擬店終了(15:30) 

各クラス終礼(15:40)

アリーナ：オープニング(8:50) 

レストラン：教育後援会バザー開始 (9:30) 

アリーナ：ステージ発表開始 (9:30) 

アリーナ：中等部合唱コンクール(14:00) 

タイムスケジュール
１日目（16日）

１

　高等部ステージ発表　発表順　 
　１．S1D「D - Tube」 
　 
　２．S2D「Beastory  
　　　　　　　～言葉でつなぐ愛の物語～」 

　３．S1B「Coming Soon ～僕らの青春～」 
　 
　４．S2C「Treasure in this sea  
　　　　　　　　　～浦島太郎の大冒険～」 

　５．S2A「オズの魔法使い」 
　 
　６．S2B「アラジンと魔法のランプ」 

　７．S1C「あのダイヤルを回すのは」 
　 
　８．S1A「走らんかいッメロス」 

　※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　10:30から(多目的ルーム) 
　１．かっぱゑびせん（ダンス） 
　２．fruitS（クイズ）

　発表順 
　１．J1B　ふるさと　　　 
　２．J1A　小さな恋のうた 
　３．J1C　愛唄 
　４．J2B　青いベンチ　 
　５．J2A　３月９日 
　６．J2C　いのちのなまえ　 
　７．J3A　瞳をとじて 
　８．J3C　蛍  
　９．J3B　手紙 ～ 拝啓十五の君へ ～　 
　　　結果発表と講評　

有志発表　14:10から(多目的ルーム) 
　５．T - Y（バンド） 
　６．JATIK（ダンス） 
　７．HAPPY GIRLS EVERYDAY（ダンス）

有志発表　12:30から(多目的ルーム) 
　３．C.E.Y BANG（ダンス） 
　４．ま2（ピアノ）



時　刻 東　館　・　武道場　・　模擬店 アリーナ・レストラン
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各クラス　ＳＨＲ 

東館 各展示教室 開始(9:00) 

東館７階：委員会企画開始(9:55) 

北館２階 武道場： 

　　　　 

　　　　 

　 

　 

東館12階：フィールドワーク部プレゼン　 

　 

東館12階：委員会企画開始(12:30) 

　　　　 

東館12階：落語 (13:00) 

東館12階：合唱部ミニコンサート(14:00) 

模擬店終了(14:30) 

各クラス　終礼

　 

アリーナ：有志バンド(9:00) 

レストラン：教育後援会バザー開始(9:30) 

アリーナ：有志ダンス(10:40) 

アリーナ：ダンス同好会発表(13:20) 

アリーナ：能楽部発表(13:40) 

アリーナ：優秀クラス発表(14:10) 

アリーナ：エンディング(15:00) 

２日目（17日）

有志バンド (9:00～)　発表順 
　１．牧場ミルク 
　２．My pace , My notes 
　３．T - Y 
　４．unknown 
　５．シナモーン 

有志ダンス (10:40～)　発表順 
　１．Atom 
　２．Noël Amour 
　３．Etoile 
　４．JATIK 
　５．Doll 
　６．HAPPY GIRLS EVERYDAY 
　７．かっぱゑびせん 
　８．WHO CARES？ 
　９．C.E.Y BANG 
  10．SMD48

２

9:30開始 
北館前：模擬店 
東館５階：お茶会（～13:30） 
東館12階：フィールドワーク部プレゼン

葦葉祭スーパータイム
J3総合的な学習の時間(10:00) 
Japanese Culture Festival

葦葉祭スーパータイム

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 (10:40～11:10)

・中等部各学年最優秀クラス 
・高等部ステージ部門最優秀クラス



北館前
模擬店部門の紹介

模擬店の営業時間 
　[１日目] 10：00 ～ 15：30 
　[２日目]   9：30 ～ 14：30　　※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。

３

スタンプラリーポイントです。



高等部３年　模擬店 クラスからのコメント
３年A組 　新担任を迎え入れ始動したS３A企画 “あか松

さん”！！ハロウィンをテーマに，やきそばとフ
ランクフルトを是非，ご賞味あれ！

模擬店　「あか松さん」
・焼きそば 
・フランクフルト

３年B組
　あんことみたらしの団子とジュースを販売し

ます。是非来てください。
模擬店　「けい子屋」
・みたらしだんご　・あんだんご 
・ジュース

３年C組
S3Cが売るかき氷とわたがしわ 

すいもあまいも恋の味。
模擬店　「甘党 みやざき」
・わたがし 
・かき氷：イチゴ，レモン，宇治，カルピス，メロンなど

３年D組
美味しいからあげとポテト 

食べに来てや～!！
模擬店　「よっちゃんあげ」
・からあげ 
・フライドポテト

４

有　志 メンバーからのコメント
水泳部 祭といえばポップコーン！ 

あつあつの出来たてを 
ど～ぞお召し上がりください。

模擬店　「ドルフィンMAX」
・ポップコーン 
　しお，バター　など

生徒会・英字新聞部 　今年も，生徒会が主催して英字新聞部の協力のもと，
復興支援の物品販売を行います。売り上げはすべて被災
地への寄付となります。東北への支援がメインですが，
今年は熊本への支援も含まれています。よろしければお
立ち寄りください。

模擬店　「復興支援販売」
・鯨の大和煮(缶詰)　・牡蠣辛味噌(缶詰) 
・山ぶどうサイダー　・山元いちごチョコクランチ　など

生徒会 　 今年も制服USBメモリーを販売します！関西
大学中等部男女，高等部男女全４種類がござい
ます。USBとして使うもよし，ストラップとして
付けるもよし，是非お越しください。

模擬店　「USB・Tシャツ販売」
・関西大学中等部制服USBメモリー 
・関西大学高等部制服USBメモリー 
・葦葉祭Tシャツ

グラウンド メンバーからのコメント
ストラックアウト 　 グラウンドにて，サッカー型ストラックアウトを行いま

す。的に命中すれば景品を差しあげます。是非チャレンジ
しに来てください。高サッカー部

フリースロー 　決まった位置からシュートを狙うゲームです。シュートが
決まった数によって景品GET!!君は何本決められるかな！中高男子バスケットボール部

ボウリング 　バスケットボールを用いて行うボウリングです。 
景品もたくさん用意しているのできてください。中高女子バスケットボール部



高　等　部　１　年 クラスからのコメント

１年A組 　 「走れメロス」のアレンジ「走らんかいッメロ
ス」を演じます。怠け者ですぐサボろうとする主人公
メロ助を，可愛い？妖精たちが喝をいれます。 
　 恋と夢はないが友情だけある，原作とはひと味違
う趣をお楽しみください。

劇　「走らんかいッメロス」

時間：16日(金)　⑧13:00から

１年B組
　 劇でやる劇作り。実際にあるようでない話に彼ら
が青春する！！

劇　「Coming soon ～僕らの青春～」

時間：16日(金)　③10:30から

１年C組 　 選択で後悔したことが一度もないという人はいな
いだろう。誰もが後悔しない人生を歩めるわけでは
ない。だけど，一つでも多く自分の満足いく人生を
生きて欲しい。あなたは今後，「どういう選択をし
ていきますか？」

劇　「あのダイヤルを回すのは」

時間：16日(金)　⑦12:30から

１年D組 　創立より七年…この学校は生徒の自主性を重んじ，教師
は関わらず，生徒だけで全ての行事を運営している。彼ら
は不満もなく過ごしてた。携帯所持の禁止を除いて…生徒
会長や役員も全て適当に決めていた。それが悲惨な現状を
生み出すことに…続きは，アリーナにてみんなの目で…

劇　「D ‒ Tube」

時間：16日(金)　①9:30から　

高　等　部　２　年 クラスからのコメント

２年A組
　ドロシーと愉快な仲間たちが繰り広げる物語。 
物語の他，こだわって作った衣装や大道具にも注目し
てご覧ください。

劇　「オズの魔法使い」

時間：16日(金)　⑤11:30から

２年B組
　 大企業の社長令嬢ジャスミンと貧しいアラジン。
身分の離れた２人は，愛し合うことができるのでし
ょうか･･･？

劇　「アラジンと魔法のランプ」

時間：16日(金)　⑥12:00から

２年C組 　 僕たちは浦島太郎をもとに，様々な昔話の主人公
たちが登場する劇をします。気弱な浦島太郎が様々
な出会いをもとに成長します。特徴的なキャラクタ
ーたちがおりなすストーリーを楽しんでください！ 

劇「Treasure in this sea ～浦島太郎の大冒険～」

時間：16日(金)　④11:00から

２年D組
　 魔女によって野獣の姿に変えられてしまった主人
公。姿を戻すには愛の言葉をかけるしか方法はな
い。果たして主人公は元の姿にもどるのか？

劇　「Beastory～言葉でつなぐ愛の物語～」

時間：16日(金)　②10:00から

高等部　ステージ部門の紹介　   【北館４階アリーナ】

５



中　等　部　１　年 クラスからのコメント

１年A組 　 あまり合唱曲として歌われない曲を選びました。ハプニ
ングなどがあり，一時は違う曲にしようと思いましたが，
全員の歌いたいという気持ちが強かったため，歌うことに
しました。全員で心を一つにがんばります！

曲　小さな恋のうた

指揮：油野 悠芽　　伴奏：吉岡 悠希

１年B組 　 見ている人の心に響き，心に残るように歌いたいです。
この合唱を通して，どんなことも全員で一致団結して取り
組みました。歌詞の意味を理解し，一言一言に感情を込
め，大きな声で歌います。気合いを入れてがんばります！

曲　ふるさと

指揮：馬場 健　　　伴奏：出竿 里奈

１年C組 　 今回私たちは「愛唄」という歌を歌います。選曲理由は
歌詞がこのクラスにピッタリだからです。初めての文化祭
で，少し緊張していますが，先輩方にも負けないように精
一杯頑張ります!！

曲　愛唄

指揮：藤原 権誠　　伴奏：木下 咲良

中　等　部　２　年 クラスからのコメント

２年A組 　なかなかそろわず，苦労した日々。それでも強い
気持ちをもってやってきました。練習した成果を全
て出せるように頑張ります。

曲　３月９日

指揮：細井 麻央　　伴奏：大川 将矢

２年B組 　 私たちは体育祭ではいい結果を残せませんでし
た。ですが，私たちJ2B39人はくじけず，それをバ
ネにして，何度も話し合いを繰り返しながら練習し
てきました。私たちの勝負はまだ終わっていませ
ん。今日優勝をつかみます。

曲　青いベンチ

指揮：北 のどか　　伴奏：遠藤 彩花

２年C組 　この曲はみんなで時間をかけて決めた勝負の一曲
です。練習量はどこのクラスにも負けてません。学
年一元気がある私たちにかくされたすばらしい歌声
をみなさん聞いてください。

曲　いのちのなまえ

指揮：宮尾 隆公　　伴奏：菊池 愛梨

中　等　部　３　年 クラスからのコメント

３年A組 　個性豊かなJ3A。体育祭の大縄に引き続き，クラ
スの団結力が試されるこのコンクールで，指導して
くださった先生や先輩方への感謝の気持ちを込め
て，J3A「らしさ」を魅せます。

曲　瞳をとじて

指揮：冨士原 瑠美　伴奏：小島 彩楓

３年B組 　青春まっただ中の私たち。壁にぶつかった時に，
歌詞にある“Keep on believing”という言葉のよう
に，自分を信じて進んでいきたい。そんな思いをこ
めて歌います。

曲　手紙　～ 拝啓十五の君へ ～

指揮：前田 果穂　　伴奏：椎木 美里

３年C組 　中等部最後の合唱コンクール。卒業前の私たち一
人ひとりの思いを込め，この曲を選びました。１つ
１つの歌詞に思いをのせて，それぞれの個性を活か
しJ3Cらしい合唱を奏でます。お聞きください。

曲　蛍

指揮：天羽 咲希　　伴奏：鳥居 清花

６

中等部　合唱コンクールの紹介　【北館４階アリーナ】



有志グループの紹介　　　　　   【北館４階アリーナ】

バンド メンバーからのコメント

牧場ミルク 　 ２ヶ月前に突如結成されたしぼりたての新鮮なバンドです。
アリーナのトップバッターを務めることもあり，メンバー全員
とても緊張かつ楽しみにしています。是非来てください!！17日(土)　9:00頃から

My pace , My notes 　 悠々自適がモットー。サックスとピアノが織り成す至高のメ
ロディーをお届けします。文化祭用の書き下ろしオリジナル曲
も！？パンフレットの百見より会場での一聞を待ってます！17日(土)　9:15頃から

T ー Y 　アコースティックギターで，曲を弾き語りでカバーします。 
是非，観に来てください！16日(金)　14:10頃から(多目的) 

17日(土)　9:30頃から(アリーナ)

unknown 　 unknownは高校１年生が４人集まったゆるいグループです。
決めるときは決めれるだけ決めたいと思います。17日(土)　9:45頃から

シナモーン 　 こんにちわ。シナモーンです。こんなこと言うのは恥ずかし
いですが，実力派バンドです。みんな幸せになって下さい。17日(土)　9:55頃から

ダンス メンバーからのコメント

Atom 　 ソロで踊らせてもらいますAtomです！一人だからこそできる
何でもありのパフォーマンスで葦葉祭を盛り上げたいと思いま
す！17日(土)　10:40頃から

Noël Amour 　 私たち３人ハピガのメンバーで，Perfumeを踊ります。今年で
２回目の出場で初のアリーナです！定番のアノ曲から映画主題歌
まで，みんなが楽しめる曲を踊ります！私たちと一緒に楽しみま
しょう！17日(土)　10:50頃から

Etoile 　私たちはバレエが大好きな３人組です。バレエを観るのははじ
めて，という人も，一緒に盛り上がって楽しみましょう！17日(土)　11:05頃から

JATIK 　 こんにちは！私たちはJATIK（ジャティック）です。クラスも
部活も違う５人ですが，力を合わせて頑張ってきました。色々な
曲があって楽しめると思います。歌って踊って飽きないパフォー
マンスをお魅せします♡

16日(金)　14:25頃から(多目的) 
17日(土)　11:20頃から(アリーナ)

Doll 　高校生活最後の文化祭に出演出来ることを嬉しく思います。盛
り上げていきたいと思いますので，みなさんも楽しんでいただけ
たら嬉しいです。良ければ名前も呼んであげて下さい！笑17日(土)　11:35頃から

７



ピアノ・クイズ メンバーからのコメント

【ピアノ】　ま2 　 はじめまして！「ま2」と書いて「まのにじょう」と読みま
す。きれいな曲になるように努めます！有名な曲や明るい曲など
を演奏します。是非，足を運んでみてください！16日(金)　12:50頃から

【クイズ】fruitS 　 今回私たちは「kahoot」を用いたアニメ・雑学のクイズを出
題しようと思います。是非皆さんも参加して，全問正解を目指し
て下さい！ 
　iPadを使用しますので，最大40組までの参加が可能です。

16日(金)　10:50頃から

８

ダンス メンバーからのコメント

HAPPY GIRLS EVERYDAY 　 今年で５回目の出場です！６人全員で元気とパワーを発信し
ます。“私たちは笑いを届けるという部分で頂点をとりたい”と思
います。16日(金)　14:45頃から(多目的) 

17日(土)　11:50頃から(アリーナ)

かっぱゑびせん 　 好きなお菓子は，ポテチ，ポッキー，ハッピーターン，コアラ
のマーチです。（大阪府在住　高３）16日(金)　10:30頃から(多目的) 

17日(土)　12:05頃から(アリーナ)

WHO CARES？ ‒ George Balanchine ‒ 
　古典バレエと現代バレエの橋渡しをしたバレエ振付界の巨匠・ジョー
ジ・バランシンの作品“Who cares?”を踊ります。古典バレエと違って
現代バレエは親しみやすいので楽しんで頂けると思います。17日(土)　12:20頃から

C.E.Y BANG 　中等部３年生の３人組です。HIP-HOP・セクシー・元気　そ
れぞれダンススタイルの違う３人で，みなさんの記憶に一撃をあ
たえます！2日間それぞれ数曲を差し変えて踊るので，両日とも
見に来てください！一緒に盛り上がりましょ～♪

16日(金)　12:30頃から(多目的) 
17日(土)　12:35頃から(アリーナ)

SMD48 　こんにちは！Smile Music Dream，略してSMD48です！私達
はラクロス部の高２メンバー９人で構成されています！ 
　今回はメドレー形式でダンスを披露します。全力で踊るので，
ぜひ見に来て下さい♡♡17日(土)　12:50頃から

【北館４階アリーナ】

【東館７階多目的ルーム】

落　語 コメント

関西大学落語大学 　 今年も桂文枝（上方落語協会会長）師匠が創設した落語大学
からお越しいただき，落語を演じていただきます。落語の世界
に是非お越し下さい。引き込まれますよ…乞うご期待！17日(土)　13:00～14:00

【東館12階大階段前】

※多目的ルームでの発表順は，P2をご覧ください。



大階段前 イベント会場 
 ・葦葉祭スーパータイム 
 ・関西大学落語大学 
 ・合唱部ミニコンサート

13F

12F

11F

5F

7F

９

中講義室 
入試広報部 
受験相談

コンピュータ室 
アート部 

作品展示「和と宇宙」

物理教室 
理科 展示

地学安全教室 
フィールドワーク部 

活動報告・展示・ゲーム
マルチメディア教室 
マルチメディア部 

展示・体験

オープンスペース 
華道部　展示

英語教室１ 
英字新聞部 

「英字新聞」展示

英語教室２ 
国際理解教育部 

「台湾・シンガポール・イギリスプログラム」

中等部２年Ａ組 
映像制作発表 

「たかしくんと仲間達」

中等部２年Ｂ組 
映像制作発表 

「バカッコイイ」

中等部２年Ｃ組 
「カジノ」

オープンスペース展示 
国語科 展示 
数学科 展示

多目的ルーム 
有志バンド・ピアノ 
　ダンス・クイズ 

葦葉祭スーパータイム

茶室「高妙軒」 
茶道部　お茶会

スタンプラリーポイントです。

テラス前展示 
社会科 展示

北館 武道場
中等部３年生 総合的な学習の時間 
　  Japanese Culture Festival  
　　16日・17日：10:00～12:00

展示部門の紹介
東館



中等部　学年・クラスの取り組みの紹介
中　等　部　１　年 クラスからのコメント

１年A組
　私たちは13階を装飾しました！元気いっぱいでとにか
く楽しいJ1Aを装飾で表現しています。 
　J1Aワールドを存分にお楽しみください！

装飾

場所：東館13階

１年B組
私たちJ1Bは12階を装飾しました!！ 
個性豊かなクラスが装飾しました！ 

ぜひご覧ください！！
装飾

場所：東館12階

１年C組 　 私たちJ1Cは，７階のオープンスペース，EVホール，
多目的ルーム前の装飾を担当します。主に折り紙や画用
紙などを使った装飾をします。みんなで協力して最高の
おもてなしをしたいと思います。ご期待ください。

装飾

場所：東館７階

中　等　部　２　年 クラスからのコメント

２年A組
　そろそろ･･･ニュースを見たい気分ですよね!！ 

　では。笑いあり，感動なしの動画です。映像 「たかしくんと仲間達」

場所：東館７階　J2A教室

２年B組 　J2B生徒による！“バカッコイイ”!！ 
色々な部活，日常の中でのバカッコイイ 

ぜひお越しください。
映像「バカッコイイ」

場所：東館７階　J2B教室

２年C組 　 お金を賭けないスクールカジノ。お客様には最初に渡
す数少ないチップでゲームをしてもらいます。見事，ゲー
ムに勝ってチップを増やした方には豪華景品をご用意し
ております!！

催し「カジノ」

場所：東館７階　J2C教室

中　等　部　３　年 学年からのコメント

総合的な学習の時間
　 10月のカナダ研修旅行で日本文化を紹介するブ
ースを開設します。日本の祭や遊びを中心に紹介し
ています。ぜひお楽しみください！

Japanese Culture Festival

場所：北館２階　武道場 
時間：16日・17日 10:00～12:00
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クラブ・教科・委員会企画の紹介
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 　 J-POPやディズニー，ジャズなど幅広い曲を演奏しま
す。皆さんに楽しいひとときをお届けできるように頑張
ります！

葦葉祭コンサート

17日(土)　レストラン　9:45～10:30

合唱部 　今年の文化祭は“同好会”から“部”に昇格して初めての本番で
す。「365日の紙飛行機」「時の旅人」など，ポピュラーで
思い入れのある曲を歌います。少人数で歌う「てぃんさぐぬ
花」ではアカペラの響きも味わえます。お楽しみに！

葦葉祭コンサート
17日(土)　レストラン 10:40～11:10 
　　　　　東館12階　14:00～14:30
能楽部 　 能楽部では年２回の発表をしており，今日その１回の

ために精一杯練習してきました。 
　その成果を見て下さい。

発表

17日(土)　アリーナ　13:40～14:00

マルチメディア部 　 マルチメディア部では，コマ撮りで作った楽しい動画
やゲーム，またオープニングでも紹介するポリッドスク
リーンなど，色々と楽しい企画を用意しています。 
　ぜひ，お越しください。

展示・体験

場所：東館12階　マルチメディア教室

フィールドワーク部 　今年は念願の合宿が実現しました。展示会場では， 
その様子を報告します。ゲームや動画を駆使した楽しい
展示が山盛り。みなさんをお待ちしています。 

プレゼン：[16日] 13:00～　[17日] 9:30～・11:30～

活動報告・展示・ゲーム

場所：東館12階　地学安全教室

茶道部 　 ２日間とも５階のお茶室でお茶会を開いています。お
いしいお菓子とお茶をみなさんで楽しみませんか？ 
　是非お越しください。 
　※茶席券購入の際に，時間をお知らせいたします。

お茶会（茶席券 200円）
場所：東館5階　茶室「高妙軒」 
時間：16日 10:30から　17日 9:30から

華道部 　 お花の美しさ，いけばなの楽しさを味わっていただけ
る展示を企画しました。いけばなのすてきな世界をのぞ
いてみませんか。お待ちしています！

作品展示

場所：東館11階　オープンスペース

アート部 　今年は和と宇宙の２つのテーマに沿った展示を行いま
す。また，レジン体験（材料費300円）などの様々な企
画も用意していますので是非お越しください。

作品展示「和と宇宙」

場所：東館13階　コンピューター室

英字新聞部 　 音楽を聴きながら，英字新聞部でひと休みしません
か？クロスワードなどのパズルは景品があります。 
　お楽しみに。

活動報告と展示

場所：東館11階　英語教室１

ダンス同好会
　 18人で力を合わせ，５月から練習してきた成果をス
テージで出しきりたいと思います。

発表

17日(土)　アリーナ　13:20～13:40
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教　科 教科からのコメント

中等部・高等部　理科 　中等部と高等部の理科の授業で取り組んだ作品や映像
を展示しています。レンズカメラや科学論文，課題研
究，ダンボールアートなど，優秀なものを厳選しまし
た。さあ，あなたの作品は展示されているかな？

理科の部屋

場所：東館13階　物理教室

中等部　社会科 　 夏休みの課題で作成したレポートを展示します。工夫され
た作品が多く見られるので，是非ご覧ください。 
　J１地理「アジアの国の宣伝パンフレット」 
　J１歴史「私の運命の仏像」 
　J２地理「日本全国お祭り調べ」

レポート展示

場所：東館13階　テラス前

中等部　国語科 （J1）日本の伝統文化の俳句に挑戦してみましたが，自分の 
　　　気持ちを季語を入れ込んで表現するのは難しいです。 
（J2）夏休みの宿題でした。去年の俳句に引き続き詠みまし 
　　　た。皆さん鑑賞して下さい。 
（J3）「省略」を意識した物語性を感じさせる俳句・古文か 
　　　らイメージを膨らませた挿絵。ひと夏をかけて出来上 
　　　がった想像力の結晶をぜひご覧ください。

J１「俳句」 
J２「短歌」 
J３「俳句・古文の現代語訳(挿絵つき)」

場所：東館７階　オープンスペース

中等部１年生　数学科 　J1の数学（幾何）の授業で学んだ「作図」を活かし，
イスラム芸術の幾何学模様を学年全員で描きました。 
　 一つ一つの模様を並べた結果，無限性，あまねく宇
宙，そこにあらわれる “調和” を感じられるでしょう。

J1「幾何学模様」

場所：東館７階　オープンスペース

部 部からのコメント

国際理解教育部
　 中等部・高等部で行っている短期交換留学や海外での
夏期研修の様子を展示します。ビデオ放映も行います。
ひとやすみを兼ねてお越しください。

台湾・シンガポール・イギリスプログラム

場所：東館11階　英語教室２

入試広報部 　 二日目に本校を志望校としてお考えの皆さまに，受験
にあたっての個別相談の場をご用意しました。学校案内
や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。

中等部・高等部受験相談

場所：東館13階　中講義室

委員会企画 メンバーからのコメント

葦葉祭スーパータイム
　 普段披露できない様々な特技を発表出来る機会をつく
りました。分野は問わず，音楽や隠し芸，のど自慢な
ど…。是非見に来て下さい。

委員会企画

場所：東館７階　多目的ルーム 
　　　東館12階　大階段前
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