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＊～＊～ 行事予定
学年主任 青木徳子
文化祭が近づいて来ました。各クラス、段取
りは進んでいますか？2 年生になって、段取り
もわかって来ていると思います。去年よりも質
の高い企画にしましょう。そして、先日の赤銅
先生の話もありましたが、コスプレして写真を
撮り合っているのではなく、クラスの頑張りを
お互いに見合いましょう。また、見学に来る中
学生や保護者に恥ずかしくないものにしまし
ょう！
生徒同士ぶつかることもあるでしょうが、そ
れも成長のきっかけになるものです。本気で文
化祭に取り組みましょう！右に、各クラスの意
気込みをお知らせします。

30 日（木）科目選択説明会がありました。総
合学科であるゆえに、選択幅が広く、その分、
普通科よりも受験科目を多く取ることが出来
る反面、うっかりしていると必要な科目を十分
選択出来ていなくて、受験に不利になる場合も
あります。十分に考えてしっかり選択してくだ
さい。選択で困ったことがあれば、教科の先生
方に遠慮なく、訊ねてください。
文化祭も楽しみながら、自分の将来も見据え
てもらえたらと思います。「二兎追う者、二兎
を得ず」ではなく、「二兎追い、二兎得よ！」
です。忙しいけど、今高生、頑張れ！
文化祭明けには、講習を企画している教科も
あります。また、詳細はお知らせします。

8 日(土) 9 時 00 分 多目的ホール
今回僕たちは、ラブストーリーに挑戦しま
した。みんなが忙しい中クラブの合間をぬっ
て台本をつくったり、セリフをおぼえたりし
ました。思わずキュンとするラブストーリー
をお楽しみください。笑えるところもありま
すよ。

8 日(土) 10 時 35 分 多目的ホール
２－２はドッキリ番組をやります。誰がド
ッキリを仕掛けられるのかはみんなもわかり
ません。面白いリアクションを楽しみにして
ください。
クラスのイケメン(？)による CM 再現も見
どころです！

7 日(金) 11 時 30 分 多目的ホール
御幣演じる「ごへせん」と男子演じるプリ
キュアの異色のコラボ！涙あり、笑いあり抱
腹絶倒の２０分間。これを見ずに今宮の文化
祭は語れない！9 月 7 日 11 時 30 分開演！是
非多目的ホールまでお越しください！

7 日(金) 12 時 00 分 多目的ホール
「阿部んじゃ～ず。」その名の通り阿部が主
役のヒーローもの！笑いありガチガチのアク
ションシーンあり、涙あり・・・？の本格派
戦隊物語！夏休み誰も集まらなかったクラス
の結末を目に焼き付けろ！
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＊裏面には各文化部部長のメッセージを掲載
します。
また、次号では運動部部長のメッセージを掲載
する予定です。

7 日(金) 11 時 10 分 多目的ホール
2 年 3 組では、このクラスの明るく活発で、
個性豊かな部分を生かして、リーガル・ハイ
に挑戦しました。練習はとてもおもしろくて
みんなの演技もすごく上手で、笑える要素が
たくさんあるので、ぜひ観に来てください。

7 日(金) 10 時 40 分 多目的ホール
※フォトジェニックは 206 教室
2 年 6 組は映画「サザエさん」の上映をし
ます。サザエさんといっても、6 年後のサザ
エさんです。個性豊かなキャラクターを 2 年
6 組がどのように演じたのか！？楽しみに見
に来てください！担任の藤本先生も出
演・・・！？

放

送

部

柴田

千優さん

多目的ホールでの進行やラジオでのイ
ンフォメーションを行います。みなさんの
素敵な発表をより多くの人に見てもらえ
るよう、全力でバックアップさせていただ
こうと思います。拙い部分もあるかもしれ
ませんが、噛まないように気をつけながら
も元気に！盛り上げていきますのでよろ
しくお願いします！

書

画

部

山野

萌莉さん

こんにちは、書画部です。私たちは１年
生９人２年生５人で活動しています。文化
祭１日目はオープニングセレモニー！２
日目はフォーク部さんとコラボします。頑
張ったのでぜひ見に来てください。
また２日目はショガブノオミセをしま
す。部員が手作りしたうちわとはがきをア
プローチ前で販売するので買いに来てく
ださい。可愛い作品がたくさんあるよ！今
年から始まったイベントのスタンプラリ
ーの景品も作ったので参加して GET して
ください。

天文地球部

小野

笑菜さん

天文地球部はプラネタリウム（今年最後
かも）の練習と新しく始める古生物カルタ
を作っています。古生物カルタはカルタを
多く取れると景品がつくので遊びに来て
下さい。
天文地球部は２日ともやっているので、
遊びに来て下さい。待っています。

美 術

部

池田 琴葉さん

美術部は月～金の週 5 日で活動してい
ます。美術部は皆で協力して作品をつくる
より、個人で製作することの方が多いので
すが、１人で大きな絵を描き上げるのはと
ても達成感があるし、それが自信につなが
っているのかなと思います。
文化祭では美術部は“炎の珍品展”をし
ます。そこでは高校展に出品した作品の展
示や、部員がデザインしたトートバッグや
ノート、ビーズのアクセサリーなどの販売
をします。場所は２０２・２０３です。

軽音エレキ部

濱田 歩菜さん

こんにちは、軽音エレキ部です。エレキ
部は木曜日以外の平日と、土日はバンドご
との機材練習をしています。他校との交流
ライブや大会など、校外を中心に活動して
います。
文化祭では２日間、新自彊会館でライブ
をしています。１年生にとっては初めての
ライブ、２年生にとっては最後の文化祭で
のライブです。各バンドの個性を生かして、
見に来てくれた人を楽しませられるよう、
部員全員で盛り上げていきます。ぜひ見に
来て下さい！！

イラスト文芸部 福本芹奈さん
イラスト文芸部は文化祭で普段の部誌
の原画の展示と、オリジナルグッズの販売
を行います！部員たちが夏休みを費やし、
丹精をこめて製作したものです！皆さん
是非お立ち寄りください！！今年からは、
部員がリクエストに応え絵を描きプレゼ
ントも行います！
部員皆で一所懸命準備したので、楽しん
でいただけると幸いです！

軽音フォーク部 小川

萌さん

こんにちは。軽音フォーク部です。現在
私たちは、１年を通し最高の見せ場である
文化祭に向けて日々練習に励んでいます。
今年も２日間で約７５曲演奏させていた
だくのですが、昨年より部員が少ないので
１人１人の見せ場が多くなっています。２
日目には書画部とのコラボや有志など盛
りだくさんになっているので、楽しみにし
ておいてください！昨年よりパワーアッ
プしたステージをお届けします！

写

真

部

尾辻 もみじさん

写真部の部長をさせて頂くことになり
早くも５ヶ月が経ちます。ほぼ白紙の状態
から色を塗っていき「皆知っている写真
部」になりたいと部員全員で頑張ってきま
した。
５月には新入部員６人を達成し、益々個
性豊かです。緩く自由な部活ではあります
が活動できる有難さを噛みしめ全ての部
員が輝ける・心安らぐ居場所作りに努めて
います。文化祭ではたくさんの方に足を踏
み入れて頂けるよう、一人一人の色に染ま
った世界を創っていきます。

吹奏楽部 比護 菜月さん
こんにちは、吹奏楽部です。私たちは、
皆さんに楽しんでもらえるような演奏を
目指して日々明るく楽しく活動していま
す。
今回の文化祭のテーマは、IWBC 音楽祭
です。吹奏楽ならではの曲はもちろん、有
名な J-POP 曲もたくさん用意しています。
曲中にはパフォーマンスもいれているの
で、是非手拍子よろしくお願いします。一
緒に文化祭を盛り上げましょう！

茶道部

竹田

彩花さん

茶道部は文化祭 2 日目にお茶会を開き
ます。お茶会では、部員がこのために練習
してきたお点前を披露します。お菓子や御
抹茶も本格的なものを用意しています。お
茶碗や茶道具は外部の先生が持ってきて
くださったもので、普段は見ることのでき
ない高価なものを使用するので、お点前だ
けでなくぜひそちらの方も見ていただけ
ると嬉しいです。お茶券の前売りは終わり
ましたが、当日に買うこともできるので、
興味のある方はぜひお越しください。

ダンス部

前川 かなでさん

文化祭に向けて、様々なジャンルの新し
い作品に取り組み、初めて１，２年生合同
で踊る作品もあり、部員全員で日々練習に
励んでいます。体育館では、今年の夏に行
われた全国大会に挑んだ作品を披露させ
ていただきます。今年は自分たちの世界観
をより表現するために照明にもこだわり
ました。大会より成長した演技ができるよ
う、多目的の題名にもあるようにがむしゃ
らに頑張ります！

料理同好会

神保

有里さん

料理同好会は１～２ヶ月に１回程しか
活動していない部活ですが、先輩後輩関係
なく楽しく活動しています！２月にはバ
レンタイン直前ということもあってチョ
コレートを使ったお菓子を作ったり、冬に
は旬のりんごを使ったアップルパイを作
ったりなど、部員で作りたいものを作って
います！途中入部大歓迎なのでぜひ声か
けてください！
また、文化祭の２日目にはアプローチ前
でブラウニーを販売します！すぐに売り
切れるのでお早めに！

