
第 45回滝西祭に際して 
生徒会長 倉嶋祐輔 

今年の滝西祭のテーマである「Summer～1 人 1 人が

滝西祭を創造する～」は、ここ何年かの滝西祭が同じこ

とをしているということから、少しずつでも新しく滝西

祭を変えていきたいと思いこのテーマにしました。 

今年は男装・女装コンテストを仮装コンテストに、縦

割り模擬店をクラス模擬店に変更をしました。さらに、

部活動アトラクションという新しい企画を行ったりと、

テーマの通り滝西祭を新しく作り変えています。昨年と

は違う滝西祭を楽しんでいただければ大変嬉しく思いま

す。 

 

 

～ 滝西祭の開催によせて ～ 
校長 阿部 孝志 

平成２９年度第４５回目の滝西祭が、『Ｓummer ～１人

１人が滝西祭を創造する～』のテーマのもと開催されま

す。テーマは、垂れ幕の本数に合わせて毎年２１文字で

作成されていることを知っていますか。「創造」には、人

まねでなく新しいものを自分から作り出す、という意味

があります。生徒一人一人がそれぞれの役割をしっかり

と踏まえ、テーマを実現するため新しい発想から創意工

夫して、滝西祭のオープニングを迎えてくれることを期

待しています。 

西高祭は、合唱コンクールも含めて一大イベントにな

っています。校長室に聞こえてくる各クラスの合唱練習

は、完成に近づいていることを感じさせてくれます。本

番では、お互いの心を通じ合わせ、素敵なハーモニーに

よって感動を与えてくれることでしょう。 

今年は、スウェーデン王国ヴィトフェルスカ高校から、

Thea、Simon、Rebecca、Mohamed、の 4 名を迎えての

開催となりました。皆さんが活躍するグローバル社会で

は言葉や習慣の異なる人と一緒に課題やプロジェクトに

取り組む世界となります。将来を見据えてコミュニケー

ション能力を発揮し、クラスパフォーマンス、ステンド

グラス、模擬店、部活動展示等々、生徒諸君の力やアイ

ディアを結集してください。 

ご来場の皆様、本校に足を運んでいただき誠にありがと

うございます。限られた時間ではありますが、生徒と共

に楽しみながら、滝西祭を盛り上げていただけるようお

願い申し上げます。 
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Summer 
～１人 1 人が滝西祭を創造する～ 

 

第４５回   滝西祭 
２０１７年７月７日(金)・８日(土) 

 

 

第 45回滝西祭にご来場いただいた皆さんへ 
文化委員長 浦本隆則 

今日から滝西三大行事の一つである『滝西祭』が開催

します。今年からは新たにクラスで催し物を行うクラス

模擬店、男装・女装コンテストが新たに仮装コンテスト

として変わりました。 

今年も両日ともに一般公開となっていますのでみなさ

んに楽しんでいただけたらなと思います。限られた時間

にはなりますがクラスパフォーマンスコレクション、各

部活の展示、クラス模擬店、仮装コンテストなど滝西祭

らしい催し物となっていますのでぜひ楽しんで下さい。  

３年 

ステンド 

学校祭期間中の駐車場のご案内 

 セブンイレブン滝川有明店および

西地区コミュニティセンターへの

駐車は禁止します。 

こちらに 
なります 

正門より南に 300m 

徒歩約３分半 

滝川西高校 



クラスパフォーマンス 
（7/7 1日目）9:30～ 

部 HR タイトル みどころ・意気込み 

1 

3G 
勇者ｼｭｳﾍｲと導かれし 3G 
～This story makes you laugh～ 

3G らしく盛り上げていきます！ 

みんなに呪文をかけちゃうぞ♡ 

3E Fairy World 妖精たちの世界をのぞいてみませんか？ 

3B BLUE IMPACT ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝとｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸ必須です・・・。 

2A 2A だョ！ 全員集合 テレビの世界をお楽しみ下さい。 

2 

3A 
マナトの休日 

～with 3A～ 

ある少年の何気ない休日が特別な日にか

わる 

3C Summer Small Fight 
3C らしいそれぞれの個性を発揮します。 

ミテネ～～ 

2F F station!! あなたと一緒に夢の中へ 

3 

2C ごりとごらとﾎﾟｶﾘｽｪｯﾄ ごりとごらとポカリスェット。 

1B Global Music 
元気あふれる B 組のダンスをお届します！

最後のダンスにご注目下さい！ 

1D ﾊｲｽｸｰﾙ☆ﾀﾞﾝｽﾊﾞﾄﾙ 世紀末ダンスバトル 

2D It`s a magic! 
主人公の気持ちと衣装の変化にご注目下

さい！ 

1C ﾎﾟｶﾘ WEST 
全員でポカリダンスを頑張ります。 

ポカリダンス以外も楽しんで見て下さい。 

1A Generation Gap 
あのおかたが、、、 

誰が出てくるでしょうね？ 

4 

2B とりあえずやってみよう 
みなさんがよく見ている CM です。少しアレ

ンジかけるので、楽しんでください。 

1E A variety of Disney 
ディズニーの曲に合わせて 

クラス一同が一生懸命ダンスします。 

3F colorful 
３F の良い所を光と影で表現します！ 

最後は一緒に盛り上がりましょう！ 

2E オールスターズ もしも、こんな学校があったなら・・・ 

5 

1G 1-G do dance １年生なりに頑張ります。 

1F 僕ら運命の１-F です 僕らの運命を感じて下さい。 

2G ﾅｵｷ・ﾄﾞｩ・ｿﾚｲﾕ 
Welcome to the ナオキ・ドゥ・ソレイユ 

会場全体を１０分間魅了させます。 

3D ｳｪｽﾄ ｻｲﾄﾞｽﾄｰﾘｰ 頂上取ります！！ 

☆仮装コンテスト☆ 
（7/8 2日目）10:40～ 

各クラス 5 人までが一組となってパフォーマンスをします。今年か

らは異性での参加が認められたので、よりいっそう楽しめるようにな

っています。司会の 2 人にも注目してください☆ 

作品展示・体験 
ステンドグラス 

一年生は大会議室の休憩所に、二年生は被服実習室の休憩所に三年

生は体育館の渡り廊下に展示しています!!! 

書 道 部＜多目的室＞ 
書道部は１年生１名、２年生１名、３年生４名の計６名と少人数ですが、

日々一生懸命取り組んでいます。１年生は臨書１点、２・３年生は臨書と創

作の２点を出品します。拙い作品群ですが、是非ご覧ください。 

 

美 術 部＜多目的室＞ 
油彩画だけでなく、日常の活動の中で製作した様々な作品を展示しまし

た。ぜひ、ご覧下さい。（油彩・水彩・切り絵などを展示しています。） 

華 道 部＜被服室＞ 
今回の作品は部員１人１人の個性を生かすため、すべて違う花材と花器

を使用しています。さまざまな種類のお花と１人１人の感性が光る作品と

なっていますので、ぜひ１階の被服室までお越しください。 

美術・書道授業作品＜1Ｄ教室＞ 
美術・書道・生涯芸術基礎の授業選択者約２百名による作品展示です。

今回に向けて一生懸命作品制作に取り組んできました。沢山の方々に鑑

賞していただけると嬉しいです。是非、会場に足を運んで下さい。 

英 語 部＜１階北階段前＞ 
私たちは、スウェーデンから来ている交換留学生の地元である北欧に

ついて調べまとめました。北欧の基本的な情報から交換留学生に聞いた

貴重な経験や、お話しなどもまとめました。また、北欧の飲み物やお菓子

の試食場所や北欧の有名な絵本「ムーミン」の塗り絵などを用意してあり

ます。是非一度、英語部の展示場所１年 C 組教室へお越しください。 

茶 道 部＜茶道室＞ 
私達茶道部は滝西祭 2日目にお茶会をします。場所は 1回実習棟奥の

作動しつです。時間帯は第 1 部席が 11 時から第 2 部席が 11 時 45 分か

ら第 3 部席が 12 時 30 分からです。お茶券は１枚 150 円です！ぜひ来て

下さい！！  

コミュニティサービス局＜3Ｇ教室＞ 
今回の学校祭で私たちは、展示とパン販売を行います。展示ではコミサ

ーの活動内容をまとめています。日頃から「コミサーって何やってるの？」

と聞かれることの多いコミサーですが、そんな皆さんの疑問を解消いたし

ます！パンは滝川市のサルタセカンドさんから仕入れました。 

新 聞 局＜補講室３＞ 
新聞局は高体連で活躍した滝西の生徒たちの写真を展示しています。

写真を購入することもできるので、新聞局の写真展示にみなさんどうぞお

立ち寄り下さい。 

商業クラブ＜3Ｅ教室＞ 
今年の販売では芦別産のおいしいブルーベリーを使った新商品のタル

トとロールケーキと、子羊ロール、ごっそりんご（りんごジュース）、たきポケ

を販売します。新商品である２商品は酸味と甘味がマッチしており、とても

オススメです!!國學院短大とコラボしたプロジェクトの展示も行います。 

模擬店紹介 

3A カラフルわたあめ、飲み物 販売 
イケメンと美女が待っているのでぜひ来てください。 

3B 焼鳥、マシュマロ焼き 
みんな好きな串焼き、マシュマロ焼きをぜひたくさん買って食べてくださ
い。「美味い」を保証します。 

3C パンケーキ 
シンプルだが来たら楽しくなる！！お客さんが、笑顔になる世界へ案
内します。 

3D ＜メイド喫茶＞ホットドック、パフェ 
味は保障します！！個性豊かな３D メンツが楽しく売らせていただきま
す！！ 

3E 冷やしうどん 
学校の前にて販売します！暑い夏にピッタリ！１日５０食限定です！
前売り券はありませんので、是非来て下さい。 

3F かき氷、サンドイッチ、ビーフシチュー 
夏にピッタリのかき氷と中谷先生オリジナルのビーフシチューとサンド
イッチを販売します。ぜひみなさん買いに来て下さい！！ 

ソフトテニス部 
３０秒間でラケットにどれだけボールを乗せられるかあなたの集中力を
試してみよう 

バスケットボール部 
３０秒間でバスケットボールを使ってどれだけハンドリングができるか
バスケ部はハンドリング大会を行います。バスケが好きな人も自信が
ある人もそうでない人でも気軽に参加してください。 

卓球部 
３０秒間ラケットで打ったボールをコップに入れられるか 
It is a little difficult!  Can you clear this game? 

バドミントン部 
私たちバトミントン部は３０秒間羽根積み記録大会を行います。バラン
ス感覚が記録更新へのカギです。私たちの記録や最高記録を越える
ことができるでしょうか！？景品もあります！ぜひぜひお越しくださ
い！！ 

軟式野球部 
ストラックアウトは楽しいと思うので、来てください。 

 

1日目 平成 29年 7月 7日（金） （一般公開） 9:30～15:40 
9:20  30                     12:20                    13:50  14:00                15:40 

ク
ラ
パ
コ
準
備 

クラパコ 1 部  9:30～ 
クラパコ 2 部 10:20～ 
クラパコ 3 部 11:00～ 

昼休み 
ク
ラ
パ
コ
準
備 

クラパコ 4 部 14:00～ 
クラパコ 5 部 15:00～ 

移動販売車販売 
（保護者） 

生徒模擬店 
（移動販売車販売は保護者利用不可） 

移動販売車販売 
（保護者） 

 

2日目 平成 29年 7月 8日（土） （一般公開） 9:20～14:00 
9:00  20            10:20  40        12:00                  14:00 

ク
ラ
パ
コ
準
備 

クラパコアンコール 
(５クラス) 

準
備 

仮装コンテスト 準
備 

有志発表 一
般
公
開
終
了 

販
売
準
備 

移動販売車販売（保護者） 
模擬店準備 

生徒模擬店 
（移動販売車販売は保護者利用不可） 

展 示 

 

※スムーズな日程進行のため、

模擬店の販売時間の一部は、

生徒優先時間帯となっていま

すのでご注意ください。 


