
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生徒会新聞  

Eishin Gakuen Revolution 

２０１６/９/26 /（月） 
 

第４号 
～学園祭特集！パート２～ 

学 園 祭 審 査 基 準 

  学園祭の取り組みの優秀作品は、閉会式で表彰をします 
  審査員は先生方(※展示部門のみ、前日 18 時以降に審査します。） 

 3 年生模擬店のグルメグランプリ『英真クッキング』 

  審査基準 ①彩り＆見た目 ②味 ③団結力 ④接客 ⑤店構え 
  みんなで食べに行こう！ 
 

 展示・アトラクション部門（クラス・クラブ） 

  審査基準 ①アイデア ②インパクト ③団結力 ④完成度 ⑤クラス、クラブの個性 
  クラスやクラブで団結して作った作品を見に行こう！ 

平成２８年学園祭東北復興支援バザー 

学園祭で、学校 生徒会 PTA の三者が共同でバザーに取り組みます。昨年のバザー収益金は、『大阪社会

福祉協議会ボランティアセンター』を通じて、『東北震災義援金』として寄付をしました。その後４月には、

今もなお、仮設住宅に住む子どもたちに読んでもらう本を選び、宮城県石巻市まで届けるという活動も行い

ました。現地の被災した子供たちは大変喜んでくれました。今年度もまた、三者で検討をして寄付先を決定

していきます 

まだ、バザーの品物を受け付けています。（食品、生物、アクセサリー類などは不可） 
バザーは当日グラウンドで行います。気に入ったものがあれば買ってください。 
今年も、バザーの売り上げ金は震災支援金として、東北の復興に役立ててもらいます。 
 

学園祭での注意事項 
 

その１ 館内への飲食物の持ち込みはできません。 
    グラウンドに設置してあるテントの中か、 
    食堂で飲食をしてください 
 
その２ 招待者は「招待状」・「身分証明書」が必要です。 
    招待する人に必ず伝えて下さい。 
      

開会式では 

１年生 音楽選択者の 大合唱♪ 

約１００名の歌声 を届けます 

金券前売り ９月２６日～２８日お昼休み 
生徒会室前で金券の前売りをしています。食堂以外

は全て、金券での購入になります。当日は、金券売

り場が混雑するのでこの機会に買っておこう。 
茶華道部やコンピューター部も金券対応だよ！ 
 



 

 

タイトル

１－１ 展示 Snow Photo Art

１－２ 展示 ばかっこいい？！

１－３ 舞台発表 マリオ

１－４ 展示 迷路

１－５ 展示 「明日の神話」

１－６ 展示 コイ 金 投げ

１－７ 舞台発表 メルヘンオールスターズ

１－８ 展示 再現VTR

１－９ 展示 イハラTV

２－１ 舞台発表 オムニバス（２本立て）ドラマ 

２－２ 展示 『ドリー』

２－３ 展示 ペンギンの腹すべり

２－４ 展示 Guernica －ゲルニカ－

２－５ 展示 日本の昔あそび

２－６ 展示 バカッコイイ２-６

２－７ 展示 百均射的

２－８ 展示 縁日やっています。

２－９ 展示 ボウリング

２－１０ 展示 祭

３－１ 100円 ーコロッケ専門店ーコロッケ　 あの有名なコロッケ専門店がとうとう英真に上陸！！        コロッケ

３－２ 150円 ひよこ倶楽部 あつあつのたまごせんをめしあがれ♪ たまごせん

３－３ 150円 DAIGO DOG うまいかどうかは食ってみろ！！ フランクフルト

３－４ 100円 たい焼き　「よっくん」 七変化！？たい焼き！！ たい焼き

３－５ 100円 あさえ パリピ！！ とんぺい焼き

３－６ 150円 ぎょうざのになこ ぎょうざのおうしょうじゃないよ 餃子

３－７ 150(200)円 ♡黒い恋人♡ かわいい屋さんと、７組のみんなで作るよ！ 焼きそば

３－８ 100円 きみかおばさんのベビーカステラ きみかおばさんが一生懸命作ったベビーカステラです。食わなきゃ損！損！損！（ロシアンルーレットもあるよ！） ベビーカステラ

３－９ 50円 からあげくん おいしい　からあげ　です。 　　　からあげ

３－10 150円 炭火焼　岩（がん）ちゃん 旨さ炸裂、串刺し焼肉炭火焼き！ 焼肉

タイトル

天国に一番遠い場所

合氣道演武

ダンス部 L’oiseau　(ロワゾー)　二鳥

コンピュータ部 生年月日占いとくじ

軽音楽部 軽音楽部～魂のライブ２０１６～

茶華道部 英真庵

イラストレーション部 イラ部の部誌とぬり絵のコーナー

書道部 精神や想いを筆に込め

音楽部 （吹奏楽） 何を演ろうかな？

写真部 光を求めて

社会経済部 森住卓『イラク戦争と子どもたち』と活動報告

美術工芸部 美術部画展

放送部 ラジオドラマ　2016+イラストレーション部

囲碁・将棋部 将棋部のコーナー☆

ＥＳＳ ラストサムライ
アニメの世界へのご招待 退屈している皆さん、アニメに興味はありませんか？アニメは楽しさを与える素晴らしいものです。ぜひこの機会にアニメのよさを知り、楽しんでもらいたいです。

1-8 太田　勇仁 Human Beatbox 人間離れした音を口でかなでる。

わくわくどきどきダンス みんなとともにたのしくがんばります。

生徒会執行部 『英真クッキング ２０１６』 3年生の模擬店の創意工夫と味を競う、料理のグランプリ！

ＰＴＡ 今年も　OH～きたな 食べてみて！モチモチ感が癖になるヨ。　(150円)

ＰＴＡ 福引

ＰＴＡ バザー 「東日本大震災復興支援」のバザーにご協力お願いします。

さつき会 喫茶さつき あ、もうこんな時間。お茶にしませんか？

助成金協議会 署名 私学助成の署名にご協力お願いします。

『繋げ！私たちの思い』

体育祭クラス旗展示

体育祭クラスＴシャツ展示

発表場所欄の記号・番号は案内図に対応しています↓

【クラブの取り組み】

各クラス

各クラス

バトントワリング部

合氣道部

1-4 都甲　敏孝

全体の取り組み

アニメ研究同好会

「太陽の塔」の作者、太郎さんの最高傑作です。ぜひ見に来てください！

縁日でおなじみの アレ やってます！！

メルスタ　検索　今ならSRグレ太郎もらえる！

あの感動場面をもう一度！

４０通りのドッキリです。

共同制作

英真の「英」は英語の英?　英雄の英?　どっちでもええ?

ピッタリ止まってて豪華賞品ゲット！

普段と違った２-６のメンバーの真剣な顔を見てください！！

小物をうち当てて無料で景品をゲットしよう！

メッセージ

先生と生徒のsnowで撮った写真です。

ばかのようで実はカッコイイ１度見に来て下さい

～絆～でがんばります

楽しいのでぜひ来て下さい。

クラス・クラブ等の取り組み

心を込めて作った景品があります！！

かわいいドリーのちぎり絵です♪

昔のあそびを体験してみよう！！

This is our work of art which we tried hard , please come. ～みんなで頑張って作った作品です。見にきてね。～

人数は少ないですが、がんばります！！

将棋の中に楽しみを見つけよう！

ウルトラソウルライブ～皆に元気を！！～

あなたもラストサムライの世界へ

皆さん来てください！！

常に新しい光を求める私たちの作品！

部員達が作った作品をご鑑賞ください。

イラストレーション部とのコラボでやってみます。ご期待ください。

１０本以上倒せたら松本の笑顔がもらえるよ。

祭りだ！！　祭りのやつだ！！　縁日だ～　

メッセージ／内容

夢の大抽選会！豪華賞品が当たるかも！？

笑顔になれる時間をお過ごしください！！心をこめたお菓子と抹で２５０円。

各クラスのクラス旗の展示　（開閉会式のみ観覧）

各クラスのクラスＴシャツの展示

クラブ名

みんなの心を未来へ繋GO！

フラッグで、たくさんの人を元気にする演舞をします！是非、見に来てください。

合氣とは愛なり

We are Eishin. We love dance!

このプログラムに福引抽選券がついています。プログラムを持って、PTA福引抽選に来てください。

フォトジャーナリストの森住卓さんのフォトレポートと、社会経済部の壁新聞を見に来てください。

イラスト部の渾身の部誌とぬり絵の体験があります


