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学校長 竹中 敏浩  

本校は、昭和 61年、当時北摂ニュータウンと呼ばれた住宅地に創設されました。創立

当初より多くの文化部が活動し、芸術に対する造詣と友情を深めていたようです。 

そして、平成 2 年、ドイツ語で「故郷の祭り」を意味するこのハイマートフェストが、

コンサートとして開催されました。新しく形作られたニュータウンに対して「ふるさと意

識」が高まることを期待して名付けられたそうです。 

以来、四半世紀、音楽系の文化部だけだったコンサートが、様々な出演や展示の形をと

る「祭り」へと進化しました。そして、本校の「ふるさと貢献活動」として、今年も活動

を見ていただくことができる運びとなりました。 

当初は 12月であった開催時期も、10月に変わりました。でも、文化部員が市民の皆さ

まと直接ふれあいながら、文化を深める趣旨は変わっていません。今年も「北摂三田の文

化」を北三生みんなで表現し、皆さまとともに秋の深まりを楽しみたいと思います。 

 

育友会長 柳 宏佳  
「ハイマートフェスト 2015」の開催にあたり、関係者の皆様に心よりお祝い申し上げま

す。 

地域の方々と直に触れ合えるこのお祭りは、北三生にとっては新鮮かつ有意義で、得る

ものばかり！また、北摂三田高校自身を発信できる素晴らしい機会だと思います。 

日頃の活動の成果を地域の方に感じて頂き、また地域の方の温かい応援を感じることが

できる事でしょう。 

今後も、ハイマートフェストが末永く盛大に続けていけますよう、学校関係者の皆様・

地域の皆様より一層のご理解・ご支援のほど宜しくお願い申し上げます。 

 

生徒会長 揚田 崇文  
 創立３０周年の今年、第２６回のハイマートフェストを開催できますこと、在校生一同

大変うれしく思います。これまでの卒業生の皆様、保護者の皆様、地域の皆様などたくさ

んの方々のご尽力のおかげであると感謝しています。ありがとうございます。 

さて、このハイマートフェストは、本校の文化部が日頃の活動の成果を発表する機会と

して、また地域の皆様とのふれあいの場として設けられています。どの文化部も、この日

を１つの目標とし、大切な発表の場と考え、計画・準備（練習）をしてきています。 

また今年は、地域でご活躍の合唱団「フラワーエコー」の皆様にも出演していただ

き、花を添えていただきます。 

爽やかな秋の１日、ぜひ、北三生の織りなす作品・ステージをお楽しみ下さい！ 



プログラム 
 

開会式 13:00 ～ 13:05 

  

１．邦楽部 

1．「 六段の調 」 

2.「 妖精
エ ル フ

 」 

13:05 ～ 13:15 

  

２．フラワーエコー 

１．「 ひとひらの花びら 」 

2.「 あなたはわたし 」 

3.「 Story 」 

4.「 にじいろ 」 

5.♪みんなで歌いましょう 「 花は咲く 」 

 

13:25 ～ 13:45 

３．ESS部 

   「 英語劇 “Cinderella” 」 

13:55 ～ 14:30 

  

５．放送部 

   「 クイズ Clap Hands 」  

14:40 ～ 15:20 

  

６．吹奏楽部 

   「 HOKUSAN MAGIC!! 」 

１．ディズニーランド 50周年セレブレーション 

２．Monster 

３．劇「 プリキュア with 森・月・海のゆかいな仲間たち 」 

４．恐怖の世界 

5.スタジオジブリ・アニメ・メドレー 

6.劇「 シンデレラ～ガラスの靴を追え！！～ 」 

7.スターライトパレード 

8.英雄の証「 モンスター・ハンター 」より 

15:30 ～ 16:30 

  

閉会式 16：30 ～  

 



部活動 プロフィール 途中入退場

邦楽部
私たち邦楽部は1年生4名、2年生5名の計9名で助け合いながら活動しています。今年は夏に滋賀
県で開催された全国総合文化祭に出場し、貴重な経験をさせて頂きました。今日は「六段の調」と
「妖精」の2曲を演奏させて頂きます。どうぞお聴き下さい。

×

ESS部

私たちESS部は現在19名で活動しており、今は留学生を迎え、英語に触れる機会を増やしていま
す。そしてこのハイマート・フェストで私たちは英語劇"Cinderella"を行います。様々な方々が楽しめ
る内容になっておりますので、是非お越し下さい。

×

放送部

放送部は去年に引き継ぎ、観客参加型のクイズ番組風ステージをします！解答の鍵は観客の皆さ
んの拍手となります。途中からの入場も可能となっていますので、ぜひお気軽に見に来て下さい。
部員一同楽しいステージになるように頑張るのでよろしくお願いします！

○

吹奏楽部

私たち吹奏楽部は、35人で日々音楽と向き合っています。主な活動内容は吹奏楽コンクールへの
出場、地域での依頼演奏、定期演奏会の開催です。仲間と共に音を作ることを大切にしていて男
女、学年関係なく仲が良い部活です。

曲間のみ

部活動 プロフィール

コーラス部
私たちコーラス部は1年生4人で活動しています。日々試行錯誤しながら楽しくわいわい練習して
います。今回は視聴覚室で2回公演！！老若男女問わず楽しめる曲目にしました。日頃の成果を発
揮出来るよう心を込めて歌います！！ぜひ視聴覚室までお越し下さい！！

書道部
私たち書道部は毎週水曜日に活動をしています。階段下のスペースに、私たちの普段の練習の成
果を展示しています。是非ご覧ください。

家庭科部
家庭科部では、裁縫で作った作品を展示しています。かばんや洋服など、部員一人一人が工夫して
作った作品がたくさんあります。ぜひ見に来てください。

華道部
華道部は現在2名で今春入部したばかりですが、先輩や先生方の助力を得ながら楽しんで励んで
います。この度は会場を華やかにすると共に地域の皆様大勢に私達の作品を見ていただく良い機
会であり、これをきっかけに華道に興味を持っていただければ幸いです。

茶道部
茶道部は、1年生18人、2年生7人の計25人で活動しています。今回は、先輩方の引退後、初めて1・2
年生だけの発表の場となります。未熟な点もありますが、精一杯おもてなしさせていただきます。
お茶とお菓子を用意していますので、是非お越し下さい。

文芸部
私たちは主に小説を書くことを中心に活動しています。年3回、普段から書いてきた部員全員の作
品を集めた部誌を発行しています。また、イラストや短歌、俳句も制作しています。今回は秋季部誌
を配布しているのでぜひ手に取ってみて下さい！

理化部
理化部では、ハンドクリーム作成とロボットの展示をします。ハンドクリームは来た人全員に作って、
持って帰ってもらうことができます。ロボットの展示は、コースを作って、その上を実際に走らせるこ
とができます。面白いのでぜひ来てください。

生物野外活
動部

生物野外活動部では、顕微鏡を用いた微生物の展示をします。例年のプラナリアに加えて、他の生
物も展示します。また、葉脈標本を使ったしおりを作成し、お持ち帰りいただく展示もしますので、
ぜひ生物野外活動部に来てください。

新聞部
こんにちは、新聞部です。今年も部員全員で力を合わせて新聞をつくりました。その他にも「秋」を
テーマに撮った写真も掲示しています。身近にある秋を感じられるような写真を撮りました。ぜひ、
お楽しみください。

美術部
美術部は油彩画や水彩画などの展示を行います。笑顔が弾ける弟、咲き乱れる藤の花など、様々
な作品を展示しています！さらに、イヤリングやキーホルダー、ポストカードの販売も行いますの
で、是非2Ｆの美術部展示を見に来てください！

●電子機器の使用について
各団体の発表を妨げないため、カメラを除く電子機器はマナーモードにするか電源をお切り下さい。

●途中入退場について

途中入退場については、上記をご確認下さい。また、途中入退場が可能な団体でも発表の迷惑にならないよう、ドアマン
の指示にしたがい出入りをお願いします。「花みずき」の入退場は不可です。

～各発表の紹介～

※生徒会からのお願い

☆　ステージ発表　☆

☆　展示・ワークショップ　☆

各団体の発表を妨げないため、フラッシュの使用は禁止しております。また、音源録音・ビデオ撮影等を行う場合は、周りの
方のご迷惑にならないよう、ご配慮よろしくお願い致します。また、外部への公開はご遠慮下さい。

●ステージ録音・撮影について



♪ 花は咲く 
  

 

真っ白な 雪道に 春風香る 

わたしは なつかしい 

あの街を 思い出す 

 

叶えたい 夢もあった 

変わりたい 自分もいた 

今はただ なつかしい 

あの人を 思い出す 

 

誰かの歌が聞こえる 

誰かを励ましてる 

誰かの笑顔が見える 

悲しみの向こう側に 

 

花は 花は 花は咲く 

いつか生まれる君に 

花は 花は 花は咲く 

わたしは何を残しただろう 

 

夜空の 向こうの 朝の気配に 

わたしは なつかしい 

あの日々を 思い出す 

 

傷ついて 傷つけて 

報われず 泣いたりして 

今はただ 愛おしい 

あの人を 思い出す 

 

 

 

 

 

 

作詞：岩井俊二   

作曲：菅野よう子  

 

誰かの想いが見える 

誰かと結ばれてる 

誰かの未来が見える 

悲しみの向こう側に 

 

花は 花は 花は咲く 

いつか生まれる君に 

花は 花は 花は咲く 

わたしは何を残しただろう 

 

花は 花は 花は咲く 

いつか生まれる君に 

花は 花は 花は咲く 

わたしは何を残しただろう 

 

花は 花は 花は咲く 

いつか生まれる君に 

花は 花は 花は咲く 

いつか恋する君のために 



 

女声合唱 

フラワーエコー 

 

私たちは、小学校のＰＴＡの有志で発足し、その後、地域の合唱

団として形を変え、活動を続けている女声コーラスグループです。 

 

 活動拠点は、主にフラワータウン市民センターで、週に一度の練

習日には、２０名のメンバーが集まり、クラシック、ポピュラー、

演歌、手話をいれた曲など様々なジャンルの曲を、楽しく時には厳

しい指導者のもとで歌っております。 

 

 毎回、三田市合唱祭やフラワータウン市民センターまつりに参加

させていただき、地域の皆様に歌声をお届けしております。 

 

 また、2010 年 6 月に地域活動 10 年目の節目として、ファースト

コンサートを、2013年 9月にセカンドコンサートを開催しました。 

 

 そして、一昨年に引き続き、今年も北摂三田高校ハイマート＝フ

ェストへの出演のお声をかけていただき、本日皆様に歌声をお届け

できることを、とても楽しみにしております。 



 

                  

 

 

 

                              

                                                                          

                                                 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 ステージ発表 

華道 

文芸 

新聞 

書道 

 

茶道 

邦楽 

生物・理化 

美術 

家庭科 

コーラス 

 


