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特集：暁秀祭ができるまで！
今年の暁秀祭のテーマはとにかく革命、レボリューション！今まで
とはひと味も、ふた味も違う暁秀祭を作りあげるべく校舎内を忙しく
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歩き回る文化祭実行委員。どんな変化の風がこの伝統ある校舎に吹き
込むのか期待が高まる。

多方面からの意見を組み込んだ企画
委員長の窪田百合香さんによる
と、今年は高 3 生だけでなく、高 1
生、高 2 生も企画に参加してもら
い意見を出してもらっ ている。
様々な視点からヒントを得ること
でよりよい暁秀祭を作り上げてい
くのだという。
「来年度へのバトン
タッチもスムーズにできる」と次
の代の人材育成もかねているそう
だが、やはり色々苦労はあるよう
だ。授業の終わり時間がバラバラ
であるためになかなか皆そろって
話し合いができなかったり、宿題
をこなしつつ実行委員の仕事もしたりするのは大変だ。それでも、穏
やかな笑顔で着々と文化祭の準備を進めていく委員達。
変革の代表的なものは、何といっても中学生参加システムだろう。
今まで高 3 生運営のステージ企画の多くは高校生のみの参加だった
が、今年からはなんと中学生も参加できることになったのだ。定員オ
ーバーで抽選となり、出たいと応募しても出られなかった人は多くい
るが、委員長は、皆が積極的に参加しようとしてくれているのがあり
がたいと思ったという。ステージ以外でもきっと楽しめるように、実
行委員会も盛り上げていくと意欲を示していた。
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オープニングプロモーションビデオ作製に込める思い
毎年恒例、文化祭のスタートを彩る実行委員による
PV はいつも面白いと好評だ。そんな PV の作成現場
を少し覗かせてもらった。
ここでも、「例年通り」という印象を与えないよう
に、「革命」ということを意識して、作風をがらりと
変えてみたそうだ。PV 作成にあたるのは主に３Z の
方たち。キャストと一丸となって頑張ってきたとチー
ムリーダーの大河芽衣さんは語ってくれた。やはり最
も大変なのは編集作業だそうで、主に大河芽衣さんと
杉山未友さんが行っている。
打ち合わせの後に、実際に収録をしてみ
ても計画通りにいかずグダグダとなってしまう部分があるそうだ。
笑顔の絶えない収録現場にお邪魔させていただくと、思わず頬が緩んで
しまい、今年の PV が面白いということは確実である。取材ができたのは
一部だけであるが、それは本番のお楽しみにしておきたい。
少し気になったのは、収録現場で伊藤先生がカウボーイハットをかぶっ
ていたような…？期待値は上がる一方だ。

■東軍■
伝統を残して改革する！一致団結！皆一緒に盛り上がろう！
～史上初の三連覇を目指す熱き想い～
優しくて強い、言葉の端々にやる気溢れる、とにかく声がでかいリーダー応
援団長・雨宮かほりさん（高３）
。
「この人マジでかっこいい！」と思ったほど、体育祭に向けての意気込みの強
さが感じられるインタビューをお届けする。
Q1：応援団長として、どうやって暁秀祭を盛り上げていきますか？
A 1：応援団は、今までの振りや掛け声は伝統として残したいから、
新しい振りや掛け声は作っていないです。
もともと先輩方が作り上げて来た伝統を壊さず、西軍に対抗できるよう、少し
ずつ変えてきました。西軍は小道具を使うことが多いけど、私たちは先輩たち
の工夫を継承して、かつ、所々自分たちに
フィットするように変化させて応戦した
いです。応援歌は中学生
にも盛り上がってもら
うため、今年はただタオ
ルを回すだけではなく
て、振り付けを…めっち
ゃ盛り上がれるように
工夫しました。
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Q2：今年の応援歌はどんなものですか？
A2：今年の応援歌はもともと、東軍らしい曲調
のものと、今回選んだものと２つ候補がありま
した。中学生を盛り上がらせることをめちゃく
ちゃ考え、AKB48 の「前しか向かねぇ」という
曲をアレンジすることにしました。

Q3：ズバリ体育祭を楽しむコツは？
A3：体育が苦手な人にとっては、競
技はあまり楽しめないのかもしれ
ないけど、応援合戦は、皆と一緒に
盛り上がれるから、声を出したりし
て自分次第で楽しめると思います。
そして、応援団が盛り上げるから！
東軍のパフォーマンスを楽しみに
してください。

未来のリーダーにも期待！
奥村瑛仁・植松エレナ（高 2）
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〜趣向を凝らす東軍ダンス～
いよいよ、待ちに待った暁秀祭。体育祭で行われる応援合戦、東西それぞれのダンス
を楽しみにしている人も多いのではないだろうか。毎年様々な工夫で参観者を楽しませ
てくれる東軍ダンス。今年の東軍ダンスリーダーは、トーン・アリーシャさん（高３）。
ダンスリーダーとしての苦労や今年のパフォーマンスの見どころなどについて伺った。

Q1：最初に、どういった経緯でリーダーになったのですか？
A1：割と昔から、ダンスリーダーをやりたいという思いはありました。それに加えて、
他の３年生などから頼まれていたこともあって、すんなりとリーダーに決まりました。

Q2：チームをまとめる上で、大変なことはありますか？
A2：今年はダンスの人数が多いのに加えて、3 年生は 100%勝ちたいと思ってい
ても、1、2 年生にはそこまでの気持ちが無かったりする中で、全体の気持ちを
統一させることが大変です。移動を速くしたり、先輩が喋っている際は静かに
するなど、細いことではあるけれど、色々な面でチームをまとめる事には苦労
しています。

Q3：ダンスリーダーとして、体育祭をどの様に盛り上げていきたいですか？
A3：今年のダンスは、小道具などは使わず、先輩たちが作ってきたものをその
まま継承していく部分に加えて、パフォーマンスを大きく見せる、といった変
化も取り入れています。応援歌に関しては、高校生だけでなく中学生にも盛り
上がってもらうため、タオルを回すだけでなく、振り付けを考えたりと、生徒が
メッチャ盛り上がれるような工夫をしました。

Q4：その他にパフォーマンスで工夫されている事はありますか？
A4：
「ダンスでは今年から、皆で一緒に踊れる振り付けを何曲かに取り入れています。更に、
『EAST DANCE!』など
と、皆さんに声を出してもらう場面もあります。そういった、全ての学年が参加できる様な工夫を、今年はかなり
積極的に施しています。」

Q5：生徒の中には毎年、応援などにあまり乗り切れない
人もいますが、その様な人たちも含め、全体的にどう盛
り上げていきたいですか？
A5：もちろん最初は緊張している子や、盛り上がるのが
苦手な子などもいるため、毎年最初は控え目な人もたく
さんいます。ですが、今回は全員でやることもたくさん
あり、皆を巻き込んでいくので、そういう人も積極的に
参加出来ると思います！

ダンスリーダーとしての苦労や工夫、そしてなによりも体育祭への気合いが充分に伝わるインタビューとなった。
今年の東軍の応援・ダンスは全校生徒参加型。生徒全員が楽しめるという東軍ダンスに、期待が高まる。
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■西軍■
東軍の三連覇を阻止！
今年の西軍は何かが違う？！団結力が彼らを悲願の優勝へ！
昼休みにいつも、大声で練習しているのは、西軍である。その原動力はどこにあるのか。西軍応援団長 新堂陽
平さんがインタビューに快く応じてくれた。
Ｑ1：今回の暁秀祭の意気込みを教えてください。
Ａ1：東軍の３連覇を抑えることです。西軍は２年連続負けていて、今年は自分自身も最後なので、今年こそ勝ちた
いです。

Ｑ2：同じ軍の人にはどうやって声をかけていたり、どのようなことに気を付けていますか。
Ａ2：応援団として恥ずかしくないように、日常生活からしっかりとしています。また、応援団では、みんなで一つ
の物を作れるよう意識しています。そのためには、軍の中でまとまりをもつように声掛けをしていま

笑顔の花咲く西軍ダンス！
暁秀祭があと数日と迫ってきている中、両軍の応援団とダンスは太陽の下、毎日一
生懸命練習しています。そんな中、私は西軍ダンスのリーダーである 3 年 α 組の岩
崎帆乃香さんにインタビューをしました！岩
崎さんはとても親切な方で、急なインタビュ
ーにも嫌な顔一つせず応じてくれました。

Q1： ダンスリーダーになったきっかけは何
ですか。
A1：最後の暁秀祭で、みんなと最高の思い出
を作りたかったからです。
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Q2： ダンスリーダーになって一番楽しかったことと大変だったことについて教えてください。
A2：仕切るのが苦手で、みんなに迷惑をかけたと思います。(;_😉

Q3： ダンスリーダーになって感じたやりがいを教えてください。
A3：曲が完成した時の達成感がすごいです！いろんな活動をして
いく中で今まで話したことのなかった子や先生とお話しすること
ができたことが嬉しかったです！

Q4： 練習中にあった面白いエピソードはありますか？
A4：西軍みんなで踊るカンナムスタイルで、援団の人が（サングラスをして）キレキレで踊るのが本当に面白いの
で、是非注目してください！

Q5： 体育祭への意気込みをお願いします。
A5：今年こそ絶対西軍が勝ちます！

Q6： 最後に、西軍ダンスのメンバーたちに一言お願いします。
A6：頼りないリーダーでたくさん迷惑をかけたと思いますが、この 1 ヶ月がみんなの最高の思い出になれたなら
嬉しいです。本当にありがとうございました！

Q7： リーダーの評判をメンバーに聞いてみました。
A7：優しくて、教え方も分かりやすくて、素晴らしいダンスリーダーです。ダンスリーダーが いわほの先輩でよか
ったです！いわほの先輩がダンスリーダーだったおかげで楽しく踊ることができました。
岩崎さんは皆さんから慕われている、優しくて頼りがいのあるリーダーだということがこのインタビューを通して
伝わってきた。そ
んな岩崎さん率
いる西軍ダンス
はどのような舞
台をみせてくれ
るのか、とても楽
しみだ！皆さん
是非、西軍ダンス
の舞台を温かい
目で見守ってい
こう！

一人一人の心を一つに！
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裏方の仕事に密着
体育祭の成功には体育祭実行委員の様々な準備がカギとなる。そこで、体育祭実行委員長の岡村将希さんにその
仕事についてお話を伺った。

Ｑ1： 体育祭実行委員は当日までどのような仕事をしていますか。
Ａ1：主に競技の名簿作成を行います。また、皆さんの住んでいる場所で東西を振り分けます。その情報を、パソコ
ンに入力し、データ化もします。ゴールデンウィークの前半は、競技の安全性のチェックや変更のある種目の動き
の確認を行いました。競技の安全性のチェックというのは、例えば玉入れで、玉がかごを支えている人に直撃した
らどうするのか、といったようなことを検討します。

Ｑ2：今準備で大変なことは何ですか。
Ａ2：スローガンを掲示するための看板づくりです。体育祭でも文化祭でも同じスローガンの看板を使うことができ
るように、固い板にスローガンを書いています。どんなスローガンができるか楽しみにしてください！

Ｑ3：体育祭実行委員として期待していることや参加者にお願いすることはありますか。
Ａ3：実行委員としては、準備がスムーズにかつ完璧に怪我無く終わらせることです。参加する人は、競技にも積極
的に参加し、全力で楽しんでください！ただ、怪我にだけは注意してください。競技のないときは、友達や同じ軍
の人を応援してください。なお今年は、応援団の人数が東西合わせて１００人を越えました。応援団にも、期待し
てください。

看板制作中

↑↑美術部も体育祭の看板づくりで応援に参加！

暁秀祭は自分がどう参加するかによって、
その楽しさは 10 倍にも、100 倍にも‼
さあ、暁秀祭はもう目の前！楽しむ準備は出来てますか？
一緒に参加しよう！レッツ エンジョイ マイセルフ！
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生徒会の今！
暁秀祭に向けて、様々な話し合いや準備を進めている生徒会！暁秀祭への意気込みを語った。

【会長 花井玲美（高３）】

【会計 小島麻友香（高３）
】

生徒会では昨年の 2 学期から話し合いを重ねてきたの

いよいよ待ちに待った暁秀祭！準備期間も含め楽しん

で、今年の暁秀祭には例年以上に強い思い入れがありま

だ者勝ちだと思うので、高校 3 年生中心に一丸となって

す。中学生も高校生もみんなが楽しめる暁秀祭を目指し

皆全力で盛り上がっていこう！

て、実行委員らとともに取り組んできました。

積極的に取り組み、最高の思い出を作ろう!そ
れいけ暁秀生！

暁秀生全員が楽しめて、思い出に残る最高の暁
秀祭にしましょう！
【古島智史（高１）】

【副会長 岡村将希（高３）
】

暁秀祭の生徒会のメンバーはもちろんのこと、文化祭

暁秀祭が終わった後、みんなで二日間楽しかったねと

は文化祭実行委員が、体育祭は体育祭実行委員が、そし

言えるようなプログラムを文化の部も体育の部も実行委

て多くの先生方によってこの場は作られました。
・・・で

員や応援団、ダンスを中心に考えています。学校で、は

も、まだ 1 つ足りません。暁秀祭は、全生徒が楽しむた

じけられる貴重な機会です。この機会を逃さずに楽しん

めのものです。

でいこー！

２日間全力で楽しみ、みんなで暁秀祭を完成さ
せましょう！

企画運営してくれている生徒、先生方ありがとう
ございます。

【書記 川口幸祐（中２）】
【副会長 山本柚寿（中３）
】

いよいよ暁秀祭の開幕が近づいてきました。今年の暁

5 月 12・13 日には生徒会発足後初の暁秀祭が行われま

秀祭は中学生、高校生の皆さんにもアンケートなどの形

す。生徒会では高校生、中学生両方の意見を取り入れ、

で協力していただきました。

暁秀祭をより良いものにするために話し合いをしてきま
した。

暁秀生全員で作り上げた暁秀祭をみなさんで
思いっきり楽しんで、最高の思い出にしましょう。

一人一人が積極的に暁秀祭に参加し、一丸と
なって暁秀祭を盛り上げていきましょう。

【会計 藤吉美宇（中３）】
今年は生徒会が発足して初めての暁秀祭です。私は暁

【書記 柏木結大（高２）】
この学校の一大イベント、暁秀祭！その開催が近づい
ています。暁秀祭に向けて応援団、ダンスを始め様々な

秀祭を生徒のみなさんにより楽しんでもらえるように、
生徒会の一員として話し合いに参加してきました。ぜひ

今年の暁秀祭を楽しんでください！！

活動が活発になっており学校全体が最高の盛り上がりを
見せています。

暁秀祭が皆さんにとって最高の宝となるよう思
いっきり楽しみましょう！

【久保進太郎（高１）
】
待ちに待った暁秀祭です。初めての人も、人生最後の
人もいることでしょう。だから誰にとっても精一杯がん
ばりましょう。あの人の知らなかった意外な一面やかっ
こいい一面が見られるかもしれません。

学年の違う人とも仲良くなれるように楽しみまし
ょう！

