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　７月１2日（金）～１5日（月）にかけて第 11回蒼陵祭が開催されます。本校では、文化祭を
主として文化部の発表の場と位置づけています。
　文化祭本番に向けて、生徒会や文化部の活動も日ごとに活発になってきます。今回は、蒼陵祭の
主役である文化部の活動を紹介します。　

School Magazine
第 11回   蒼陵祭迫る
一般公開  7 月 13 日 ( 土 )11：00 ～ 15：30   14 日 ( 日 )  9：30 ～ 14：00
蒼陵祭テーマ『 青心共鳴 』

文化系クラブ特集 文化系クラブ特集

　食物部では、様々な料理を作っています。今年の蒼
陵祭ではクッキーを無料配布しようと計画しているの
で、楽しみにしていてください！！！
部員も募集しているのでぜひ入部してください！！！

　　軽音楽部ではほぼ毎年恒例の蒼陵祭校内ライブを
今年も行います！。多くの部員が当日に向け日々練習
に励んでいます。部員の練習の成果を是非見に来て下
さい！。１３日土曜日、大体育館にて、ライブを行い
ます。軽音楽部一同心よりお待ちしております！
一緒にライブで盛り上がりましょう！

　今年の森林環境科では、焼きつくねとラムネの販売は
ありませんが、ハーブ喫茶、きのこ販売、ヒノキで作っ
たまな板販売、ベンチ販売や農林機械展示などをおこな
います。その他にもイベントが盛りだくさんです。是非
専門科棟へ足を運んでください。食物・料理部  インテリア科 ２年  上本  春風 / 木曽町中卒 

　私たち２年生は岐阜県の飛騨高山へ地域
学習に行きました。ものづくり体験で私は、
組み紐作りを体験しました。「君の名は」の
影響で組み紐体験をする人が多かったです。
作る手順が意外と簡単だったので長い組み
紐を作ることができました。同じ色の組み
紐の友達と一緒に写真を撮ってとても楽し
むことができました。作り方が簡単なので、
家でも作ってみたいです。

インテリア科２年 赤堀 はな / 日義中卒普通科 １年 原 千恵美 / 楢川中卒

　私達は専門科棟１階で工業クラブで製作した小物の
販売、３階では製図の授業で書いた作品やデザイン
コースの人達が描いた作品の展示をします。販売や展
示だけではなく、自分だけのもの作ることができる体
験コーナーが３ヶ所あります。どの作品も一生懸命作
られたものなのでぜひ専門科棟へお越し下さい。

　私たち１年生は上松にある赤沢美林へ行き
ました。森の中を散策したり、チップを撒く
作業をしました。散策も作業も疲れますがと
ても貴重な体験ができました。散策では一般
の方は入ることができないところに行きまし
た。伊勢神宮に使われている木などもあり改
めて木曽を誇りに思いました。
　チップ撒きは往復する作業でしたが景色が
綺麗で楽しみながらできました。

　私は、赤沢自然休養林に行ったことがあ
りましたが、今回の地域学習では、普段入
れない所を散策することができ、自然の素
晴らしさを感じることができました。木曽
檜やさわらなど木曽五木の見分け方なども
教えてもらいました。根の保護のためにチッ
プを撒く作業など地域学習１日を通して、
木曽の自然を豊かなまま残していけるよう
に守っていきたいと思いました。

工業クラブ インテリア科 ３年 西澤 知世 / 木曽町中卒

軽音楽部  インテリア科 ３年 石橋 幸香 / 木曽町中卒

　演劇部は現在９人で活動しています。今年度の蒼陵
祭では、１年生のみの公演も決定しました。全国大会
を経験し勢いの増す木曽青峰高校演劇部を支えられる
よう部長として頑張っています。部員全員で力を合わ
せて蒼陵祭では、いい公演にしたいと思っています。
ぜひ同窓会館へお越しください。

演劇部  普通科 ３年 野田 恵梨香 / 日義中卒

　コンピューター同好会では、物理室で私たちが制作
したオセロゲームＡＩと対戦ができます。蒼陵祭中に
は接待オセロ（石の数が少ない方が勝ちという変則
ルール）対戦をしますので、是非対戦してみて下さい。
　接待オセロの他にもコンピューターに関するものも
展示してあるので是非見に来てください。

コンピュータ同好会  理数科 ２年 小松 翔太 / 木祖中卒

　私達、被服・手芸部は現在２人で活動しています。　
　文化祭では、毎年ミサンガを販売していましたが、人
数の関係上、今年はしませんが、日頃の活動で製作した
ものを展示したいと思います。ぜひ、来て下さい。

　書道部は現在、蒼陵祭に向けて準備をしています。
　今年も私達は書道パフォーマンスに挑戦します。
　１年生も３人入部し、新たなメンバーでの挑戦です。
書道部９人で気持ちをひとつにして力強い作品を完成さ
せたいと思います。是非ご覧下さい。

　僕たちは、今年も蒼陵祭でショートムービーを放映し
ます。今年のテーマは、マジックで、ムービーの中にた
くさんの仕掛けや、おもしろさが詰まっています。さら
に今年は１・２年生も多く参加したので去年よりも、オ
リジナリティーが溢れ、見るポイントも多くなっていま
す。是非見に来て下さい。

　天文部は星の観測はもちろん他校との合宿や星の撮影
をメインに活動しています。蒼陵祭では「プラネタリウ
ム」と「自分たちで撮影・解析した星の写真」の展示説
明をします。是非見に来て下さい。

　合唱部は蒼陵祭中、格技室で合唱発表会をします。
アニソンやＪ－POPなどを合唱用にアレンジした曲な
どを歌います。部員は３人と少ないですが、３人で作る
ハーモニーを是非聞きに来て下さい。

　 茶道部は、中庭すぐ横の宿泊室１で抹茶と和菓子の
セットを販売します。普段あまり触れることのない茶道
を気軽に楽しんでみませんか。浴衣姿の生徒を見かけた
ら声をかけてみて下さい！ほっと一息つく時間を過ごし
ていただけたら嬉しいです。

被服・手芸部  森林環境科　３年　越　瑞貴 / 上松中卒

　美術部は現在、蒼陵祭に向けて作品制作をしています。
今年も作品展示だけでなく、部員が製作したポストカー
ドの販売を行います。部員それぞれの個性溢れる作品を
是非見に来てください。

美術部  普通科 ３年 永井 斐織 / 木曽町中卒

　吹奏楽部では、14日 10時半から小体育館で定期演
奏会、12時半から中庭でミニコンサートを開催します。
定期演奏会では、Ｊ－POPの曲を中心に幅広い世代の方
に馴染みのある曲を演奏します。ぜひお気軽にご来場く
ださい。

吹奏楽部  理数科 ３年  野知里　有香 / 大桑中卒

　山岳同好会は運動部に属する大会もあり、大変なとこ
ろもありますが、非常に楽しいです。また他校と合同で
登山も行ったりと様々な活動をしています。
　蒼陵祭では登山の映像など流す予定です。皆さん是非
見に来てください。

山岳同好会  インテリア科科 ２年 松葉 琴音 / 上松中卒

　陶芸同好会は、現在７人で活動しています。楽しく、お
皿やトンボ玉などを製作しています。
　蒼陵祭では専門科棟の１階の組立て室にてブレスレット、
お皿などの展示をしていますので、ぜひ見に来てください。

陶芸同好会  インテリア科科 ３年 武居 花音 / 木曽町中卒

書道部  普通科 ３年 巣山 優菜 / 楢川中卒

英語部  普通科 ３年 藤原 弘達 / 上松中卒

天文部  理数科 ３年 荻村 光太 / 楢川中卒

合唱部  理数科２年 蒲沼 愛 / 木祖中卒

茶道部  理数科３年 澤口 保乃佳 / 木曽町中卒

農業クラブ 森林環境科 ３年 黒岩 正汰 / 開成中卒

理数科 １年 林 思来 / 王滝中卒

5月24日(金)1年～3年地域学習 2 , 3 年生は県外へ見学に行きました。

定 時 制
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今年度もスクールマガジンを発行します。このスクールマガジンを通じて本校の
様子を中学生及び地域の皆さんに紹介させていただきたいと思います。
また本校のウェブサイトもあわせてご覧いただければ幸いです。

　定時制では授業公開が 6月 7日に開かれました。
　1年生も高校生活にだいぶ慣れ授業では天体観測や植物の観察など、
自然に触れる機会が多くなりました。6月 21日には遠足へ行って参ります。
また蒼陵祭に向けて準備を進めていきます。こだわりの珈琲喫茶、ぜひお楽しみに。

蒼 陵 祭


