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まもなく北フェス
各クラスの「クラスバザー」「クラスプロジェクト」の責任者に紹介文を書いてもらい
ました。限られた時間の中での準備は大変ですが、それぞれどのようなものができるか
楽しみですね。

クラスバザーの紹介

１組 「八幡製鉄所」
内 容 ここに注目！

３－１ではお客様に八幡製鉄所の社員に リケダン（理系男子）のアイディアがつ
なったつもりで、ゲームを通して、車ま まったゲームにご注目を！！ ゲームの
たはロケットをつくっていただきます。 １等は、な．な．な．なんとカメラ！
各ゲームの出来具合によりお給料が決ま また、リケジョ（理系女子）の女子力の
るシステムになっています。バラエティ 結晶である、かわいい手作り雑貨販売に
ーに富んだゲームが６種類あり、さらに もご注目を！！ ALL20 円で販売して
途中でコースが２つに分かれるため、２ います。暖かい雰囲気を笑顔で みなさ
度楽しめるバザーになっています。 んをお待ちしています。３年生のみなさ

んもぜひお越しください！ ３年生全体
で、北フェスを盛り上げていきましょ
う！！

２組 女子力と男子力
内 容 ここに注目！

モテる・モテない、慕われる・慕われな ２組ならではのオリジナルゲーム満
い…そうそれは全て「女子力・男子力」 載！！！
が有るか無いかだ。そらモチロン外面も 「女子力検定」…あなたはどれくらい異
関係あるかもしれない、けどそんなのは 性をわかっているか？？
関係ない。どれくらい内面ができている 「？ボックス」…あなたの普段の女子力
かが重要だ。「女子力・男子力」…そう ・男子力がわかる！？
それはこの世に存在しているのだ。皆さ 「落とし物探し」…あなたの行動が試さ
んは北斗晶の女子力は知っていますか？ れます
夫の前ではおならをしないそうです。詳 「部屋の復元」…あなたの本来の女子力
しいことは、ぜひ２組へ☆ ・男子力がわかる！？

「気配り上手」…あなたの魅力が光る☆

３組 進撃のよこたん
内 容 ここに注目！

突如３年３組の縁日に巨人のよこたんが ところどころに出てくるよこたんに注
現れた！ ストラックアウト・宝探し・ 目！！
射的のゲームに登場するよこたんを倒そ さらに夏が待ち遠しくなるような雰囲気
う！ ゆかた・ジンベイを着ておもてな にも注目してください。細部にもこだわ
しをします。 った“夏”を感じて下さい。バザー品も

ミサンガやビーズで作ったさまざまなも
のも用意しています。

４組 ジュンコナン
内 容 ここに注目！

テレビアニメ「名探偵コナン」をモチー スタートからゲームをクリアし、犯人の
フにしたゲーム・バザーです。私たちの 手がかりをつかみ推理していくので、わ
担任の植田純子先生のめがねが何者かに くわくしながら楽しめます！！ またブ
盗まれた！！ そしてその犯人は未来か ースごとに未来や過去の時代をイメージ
過去に逃走中です！！ して作ったので、その雰囲気を楽しんで
みつけだすために各ゲームごとにヒント 下さい。あと、入口すぐの事件現場もお
を get し、最後すべてそろうと犯人がわ 楽しみに！！
かるかも！？という入口から出口までコ
ナンの世界を楽しめます！！

５組 Morishi in Wonder Land
～健志、絵本読んで！～

内 容 ここに注目！
赤ずきん、不思議の国のアリス、白雪姫、 担任の森先生と５組の生徒が一人一人に
人魚姫、シンデレラ、ピーターパンの６ 心を込めて物語を読んでくれています。
つの童話をモチーフに様々なゲームを行 ５組の個性を感じながら色々なおとぎ話
います！ 皆さんに物語の登場人物にな の世界を楽しむことで、よりいっそう主
ってゲームをしてもらえるように、童話 人公の気持ちになることができます。す
の内容に合わせたゲームになっていま べてのストーリーの主人公になりきれた
す！ ころには、あなたは、もう夢の世界の住

人として第一歩を踏み出すことでしょ
う。

６組 PARTY ANIMAL ～自由の女神は誰に微笑むか～
内 容 ここに注目！

アメリカを舞台に、カリフォルニア、ハ 誰でもワクワクするような雰囲気を再現
ワイ島、ラスベガス、テキサス、ニュー しているのはもちろんですが、その中で
ヨークといった各州、各都市で PARTY もメインのニューヨークでは、あの自由
に参加してもらいます。PARTY で勝ち の女神が…！！ その他、ゲームの内容
取った“KEY（鍵）”は多ければ多い程、 も頭や体を十分に使い、各州、各都市に
最も輝く宝箱を開けるチャンスがありま 合わせたものになっています。一度やっ
す。誰でも楽しく、何度でも来たくなる、 てみたかったと思うゲームがあるかもし
最後までドキドキです！ れません。今までになかったと思わせる
“PARTY ANIMAL”と聞いた時、真っ ものばかりなので、ぜひ一度来てみてく
先に“動物”が思いつくと思いますが、 ださい！！
“動物のパーティー”という意味ではあ
りません。ぜひ一度辞書で調べてみてく
ださい。



クラスプロジェクトの紹介
６月１３日（金）１３：３０～１４：３０ 講義棟

１組 笑っていいとも！？
内 容 ここに注目！

今年の３月で終わってしまったあの番組 あの番組を完全再現します。いいとも青
が早くも復活！？ サングラスの司会者 年隊のオープニングダンスに始まり、エ
と次元を超えてしまうほど、キラリ☆個 ンディングにはスペシャルゲストも登場
性なゲストが名物コーナーで爆笑間違い するかも？！ 一日限りの豪華なキャス
なしのトーク（？）を繰り広げます。 ティングに大注目です。おなじみの拍手

のくだりなどなど、一緒に盛り上がりま
しょう！

２組 If…
内 容 ここに注目！

あるバスケ部のマネージャーがチームの 今回は「If」ということで、題名の通り、
弱さについて思い悩んでいた。そんなあ もしもの世界を再現しました。バスケと、
る日、彼女が見つけた小さなジョウロ。 皆さんがびっくりするようなあるものと
こすると、なんと妖精が出現し、バスケ の融合。「もしこんな部活があったら。」
チームに力を与えるという。しかしその を３－２の個性豊かなキャストが面白お
力は想像と違うとんでもないものだっ かしく（？）演じます。皆さんに少しで
た！ 果たしてバスケ部は試合で勝利を も笑顔になれるようにがんばりますの
収めることが出来るのか？！ で、温かい目でご覧下さいませ。３－２

のキャスト一同、皆様を「If」の世界へ
ご案内致します。

３組 クボの休日
内 容 ここに注目！

ドジッ子エゴシ君と、その親友クボ君の エゴシ君の災難具合と、クボの名言に注
物語。 目して下さい！！
エゴシ君とクボは２人で映画を見に行く
ことになったが、今日もエゴシ君には災
難がふりかかります。無事に映画館にた
どりつくことができるのか？！

４組 ラララ・マリアージュ（仮）
内 容 ここに注目！

幸せな結婚式を迎えるはずだった新郎、 すべて見所ですが、仕事現場の人からの
大くん。しかしちょっとしたハプニング 電話で始まるスタッフと新郎のかけ合い
から、新婦愛実との結婚がどんどん壊れ や、それに伴う２人のリアクションに注
ていく。 目してください！！
大くんと愛実さんの結婚はどうなるのか
…！？

５組 俺とマツ子 ～in my Room～
内 容 ここに注目！

ひとつ屋根の下、卒業式を終えたとある メアリーや Yu-ta の母の個性溢れるキャ
高校生カップル、Yu-ta（１８）と西園 ラ、そして服装に注目してほしいと思い
寺メアリー松子（１８）。式後 Yu-ta の ます。特に母は個性が強く、大阪のおば
家に遊びに来た二人が卒業ＤＶＤを見な ちゃんテイストをもっているキャラとな
がら様々な会話を繰り広げていきます。 っています。主人公のメアリー、Yu-ta

の卒業アルバムに載っている写真も見所
の一つとなっているので、ぜひ楽しみに
してほしいと思います。

６組 run for funny
内 容 ここに注目！

「run for money 逃走中」という番組を 逃走者やハンターのキャラクター、ミッ
モデルにして、逃走者がハンターからミ ションなどの注目すべき所はたくさんあ
ッションをこなしながら逃げるというス りますが、やはりその中でも、映像と実
トーリーです。逃走者が捕まらずに最後 際の劇との融合に注目してもらいたいで
まで逃げ切るのか、それともハンターが す。タイミングを合わせるのが難しいで
全員確保してしまうのか。ハラハラドキ すが、練習を繰り返して仕上げていこう
ドキ笑いあり？！の逃走中を知っている と思うので、ぜひぜひ、見に来て下さい！
人も知らない人も楽しめる内容です。

６月・７月行事予定表
日 曜 行 事
10 火 内科検診（男子）
11 水 45分×６限、北フェス会場準備
12 木 北フェス準備
13 金 北フェス第１日
14 土 北フェス第２日
16 月 代休 あまやどりコンサート（伊丹アイフォニックホール 18:00～）
18 水 公開授業週間
19 木 公開授業週間・ＬＨＲ…進路ガイダンス
20 金 公開授業週間
25 水 ７月考査１週間前
26 木 教育相談
27 金 中間レポート提出締切【課題研究】
7/2 水 ７月考査第１日目
３ 木 ７月考査第２日目 教育相談
４ 金 ７月考査第３日目
７ 月 ７月考査第４日目
８ 火 ７月考査第５日目
９ 水 ４０分授業（～１７日）
10 木 ＬＨＲ…進路講演会（50分）
11 金 １・２限課題研究 ３限～ 校内模試（記述）
12 土 校内模試（記述）

＊７月２２日（火）～３１日（木）前期補習・保護者個人面談
＊７月２２日（火）・２３日（水）オープンハイスクール


