
The sky is the limit

The sky is �e lim�

～可能性は無限大～

可 能 性 は 無 限 大

9:00～14:00９日（土）

9:00～13:0010月８日（金） （在校生のみ）

（一般受付9:30～13:30）

日時



　今年度の文化祭のスローガンは「The sky is the limit　～可能性は無限大～」で
す。文化祭では自分自身がこれまで学校生活において、行ってきたことを発表する
ことも大切ですが、他の人の取り組みを知ることも同じくらいに必要なことです。
お互いに他の人がしていることを知ることにより刺激を受けて、これまで思いもつ
かなかった発見があるかもしれません。そこから物事の新しい切り口が見つかった
り捉え方が変わったりして、これまでにないアイデアが生まれ、さらに可能性も広
がることでしょう。
　自分のなかにイノベーション（変革）を起こす。文化祭によって新しい自分を発
見し、自分自身の可能性に限界がないことを知ってもらいたいと思います。

　「The sky is the limit～可能性は無限大～」、学園創立100周年の節目の年に開
催され、姫路女学院中学校高等学校として迎える初めての文化祭にふさわしい、素
晴らしいスローガンです。東京パラリンピックで輝く選手を見ていると、この言葉
が正にすべての人に当てはまると実感します。文化祭実行委員会・生徒会の生徒を
核に全生徒が一体となって、よき伝統を継承しながらも未来に向けてそれぞれの可
能性を拓き、友との絆を深めることができる、思い出に残る文化祭になることを心
から祈っています。ご来校される皆さまも輝く生徒の姿をご覧いただきながら文化
祭をお楽しみください。

　本校は今年で創立100周年を迎えることとなりました。新型コロナウイルスの影
響により例年と比べて思い通りの文化祭を行うのは難しい中、今年の文化祭は「The 
sky is the limit～可能性は無限大～」をスローガンとして掲げ、これまでの学校
生活で培ってきた思考力･判断力・行動力を私たちらしく最大限に発揮できていると
思います。この文化祭に向けて、それぞれのクラス全員で準備した出し物は素敵な
ものができているでしょう。他にも有志のみなさんのパフォーマンスやアイコンな
ど楽しんでいただけることがたくさんあります。皆さんが頑張って準備した分、２日
間全力で楽しんでください！

姫路女学院中学校
校長 家氏 宏育

第二回文化祭実行委員長
鹿野村　美那

ごあいさつ

お客様へのお願い

企画大賞

ステージ企画「アイコン」

姫路女学院校内マップ

南館企画

クラス展示

部活動での催し

ステージスケジュール

文化祭実行委員一覧



校内では、入場の際に配布されるシールを左胸あたりに必ず貼ってください
（シールを貼っていただけない場合は、入場をお断りすることがあります）。

下足は、お手持ちの袋に入れて、各自管理してください。

全てのクラス企画から、最も魅力的な企画を「企画大賞」とします。３票投票
できるので、ぜひ、投票してください。

校内の展示物や掲示物には、手を触れないでください。

ごみの分別（ごみ箱：各食事会場、その他）にご協力お願いします。

「立入禁止」区域には、入らないでください。

体調が悪い場合は、近くの案内所までご連絡ください。

マスクを着用し、校内に設置している消毒液で、こまめに手指消毒を行って
ください。

飲食スペースでは、黙食、マスク会食に協力してください。また、食事はでき
るだけ短時間で済ませていただき、校内企画・展示をお楽しみください。

展示室では、混雑状況によって、入室を制限させていただく場合があります。

人と人との間隔を十分に保ってください。

＜感染予防対策について＞

全クラスの企画から、最も魅力的な企画を１点選び、「企画大賞」として表彰します。
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在校生 中学生・１年：緑 ２年：赤 ３年：青
保護者・卒業生・小中学生・教員：黄

   正式には「アイデンティティ　コンテスト」。「アイデンティティ」に

は、「性格」や「主体的」という意味があります。自己と向き合い、自己

を知り、自己を表現するプロセスを経て、自分に自信を持とう！という企

画です。文化祭2日目のステージで、各クラスの代表者が発表し、審査を行

います。今年度のテーマは、「将来どんな大人になりたいのか。そんな

大人になって、どう社会貢献するのか。」です。

　見事グランプリ・準グランプリに輝いたクラスの代表者には、学校の

「アイコン（象徴）」として、イベントで活躍してもらいます。

　本校の独自企画「アイコン」。ぜひ講堂にお越しください！

ステージ企画「アイコン」



創立１００周年を記念し、

本校の変遷をたどります。

・ハンカチ

・クリアファイル
・キーホルダー

 500円

 200円
 500円

東館 103

※ 案内所は北館１階 玄関ホールです

北館

東館
西館

正門
姫路駅方面

石鹸販売

特別価格で手作り石鹸を

販売しています。

ナチュラル成分でお肌ツルツル

もちもち間違いなし！

お買い得です！引換券を買って

南館１０１（調理教室）に

来てください♪

★ 9. kyuu ソープ… 300円　

★ 六角形石けん… 300円　

★ 圓教寺石けん… 800円

東館

商１-１

ア１-５ ア２-５ 教２-４ 教２-３ 教２-２

募集室 放送室

教１-４ 教１-３

教２-１第一音楽教室倉庫

教１-２ 教１-１ 特１-１

特２-１ 普３-４普３-５ 普３-３ 普３-２ 普３-１ 特３-１

商２-２ 商２-１ 商３-１

ギャラリー

中学技術
教室

ICT室

書道実習室

保健室 当直室中学
職員室



姫路から世界へ

「子ども食堂」開催への

取り組みを紹介します。　

　10月9日（土）には

食材もお配りしますので、

ぜひお越しください。

※10月9日のみ実施

コロナ禍での国際教育。

インドネシア文化交流会と

ポートランドオンライン

SDGs研修を紹介します。

ワークショップもあります！

生徒会役員サインラリーやミニゲーム
をしながら学校生活、姫女の魅力を
お伝えします♡
参加者にはステキなプレゼントが...！？

在校生とFree Talkしてみよう♪

社会が抱える問題について考えるリベラルアーツデーの授業

「未来講座」で作成したポスターを展示します。

未来を考える

カレー丼
出来立てのホットドッグに、定番のクリーム
パン、焼きカレーパン、様々なフレーバーの
ベーグルなどを販売します。数に限りがある
ので売り切れゴメンです。

南館企画
  姫路女学院での

学びや生活について
紹介しています！
ぜひ、見に来て下さい

中学1ｰ1

!
待ってまーす ♥

閲覧室では

販売券 ：南館　調理教室前広場

引換え： 南館西側広場

※ BAKERY LAMPのパン、食品販売は

ご来校いただいた皆様方へ

お食事は《南館 広場テント》、

または《食堂》で お願いします。



USJにあるマリオの世界感を楽し

めるようにアトラクションだけでなく、

映えスポットも用意しています。

コロナ禍で旅行に行け
ないなどの想いを、校
内旅行して思い出の1
つにして欲しい！という
企画を行います。

教室に一歩入ると、そこはディズ
ニーとシーの世界が！生徒もキ
ャストになりきって全力で楽しま
せます。

射的、もぐらたたき、箱の中身
は何だろな、型ぬき(スーパー
ボールすくい)の屋台を出すの
で来てください。

「自分で問題を探す！自分で解
く ！」クイズを持ち歩いている私
たちを見つけて、解答を教室に
言いに来る企画を行います。

闇市をテーマにした体験型の
展示です！秘密の賭け事を体
験してみたい人は是非きてくだ
さい！

箱の中身を当てる「？」ボックス
や、文化祭らしいカラフルな絵を
描いて、風船で飾った黒板アート
の企画を行います。

写真撮影を楽しむ事ができる
インスタ映えスポットと、ミニ
ゲーム感覚で遊べる的当てが
あります！！

マリオをコンセプトにゲームや
写真スポットを用意しました。

一緒に非日常世界へ
入りこみましょう！

「祭り」をテーマにヨーヨー釣
りや射的、輪投げなど教室の
雰囲気にも力を入れているの
で遊びに来て下さい！

クラス全員で着なくなった服な
ど集めてSDGsの学びを活かし
ながらリメイクする。射的コーナ
ーも！！

謎解き脱出ゲームをします。

教室内にある様々な問題を

解いて脱出してください！

私たちのクラスは皆が楽しめ
る企画になっています。お祭り
のような感覚で楽しんでもら
えたらなと思います。

SDGsを活用し、いらなくなった
服でドレスなどを作りました。
その衣装で写真を撮る事がで
きます。

学校内で人を見つける人探し
や、問題を答えていって脱出し、
映えスポットで写真を撮る脱出
ゲームの企画を行います。

今、コロナの影響で外に出歩け
ないので教室でもみんなが楽
しめる企画を行います。

3年3組では様々な試練が待ちか
まえています。見事チャレンジ成功
した方は有名人たちと写真が撮
れます！

藤澤先生の愛犬が誰かにさらわれ
てしまった！教室にある謎を解き犯
人を一緒に見つけ出してください！

コロナ禍でどこにも行けずストレス
がたまっていると思うので、ちょっ
とでも発散してもらうという企画を
行います。

マリオパーティーのようにゲームを
進めて行き、ピーチを助けます。

私達は取って映えて

驚きまくる！！他に負けない

very goodな出し物です！

Please come　

一歩踏み入れるとそこ
は不思議な世界。

ジブリとディズニーの
世界が顔を出し、広がる

青春の映えスポット！

中学1年１組

特別進学国際教養

特別進学国際教養



写真部

部員たちの撮った

写真の展示を行います。

パソコンでゲームを作りました。
友達と共に楽しめます！

また、パソコンの早打ちの体験も
できるのでぜひお越しください！！

今回は懐かしい
スピッツメドレーを中心に

お送りします。
皆さん歌うことは難しいですが

大いに楽しみましょう。

数学に関係した

一風変わったクイズや、

興味深い数学の世界

についての展示を行います。

硬筆作品、空白の美を表現

する書道作品、「ぺんの力」

競書課題を披露します。

姫路駅で行ってきた生け花の

デッサンや花の説明、

あしなが学生募金

についての展示を行います。

創立百周年を記念し、イチゴが

百粒乗ったケーキを部員全員で

製作しました。レジンを制作

している様子も見られます。　

着物は日本の伝統文化の

1つです。私たちがアレン

ジした浴衣や袴の着付け

など着物の和の雰囲気を

お楽しみください。

インターアクトの

活動紹介を行います。

今年はヒット曲・勇気を

もらえる曲をお届けします。

先生方にも協力していただく

演奏もあります！

秋をテーマにしたイラストの展示を

行います。一人一人、個性豊かな

作品に仕上がっています。

ポスターカラー、水彩絵の具、色鉛筆、

紙粘土を使い、アニメやゲームをテーマに、

個人個人が自由に制作した作品を展示

しています。

個人の作品と合作の

展示を行います。

カナダやニュージーランドなどの、

私たちの英語の先生方の母国を

紹介します。クイズやゲームも用

意しています!

これまでの「キセキ」、これから起こす

「キセキ」に願いを込めて、次の100年を

目指し、「ハナミズキ」を歌います。

私たちが育てた植物を販売しています。

ぜひ育ててみてはいかがでしょうか。

化学実験を行い、その

実験の説明とそれに関

連した事柄についての

展示を行います。

丹波焼の陶芸家

野村豪人先生のもとで

学んだ14名の生徒の

作品を展示しています。

部員全員で協力して書いた茶道に
ついてのポスターと動画で分かりや

すい展示をしています。
ぜひ見てみてください。

絵本に親しみ、読書の楽しさを
みんなで共有しましょう。

※ ダンス部は

文化祭での公演を

見送っています。
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教室前

北館 （化学教室）

101西館 （ギャラリー）



開会宣言

ぺごぱ

有志の部 Day2
（休憩/換気含む）

Magic☆dance
ゆでだこ
フェーダ

I’s（アイズ）
seven colors

seven colors

タップダンス

有志の部 

10 ８

10 ９

⑤

⑤

I’s（アイズ）

Magic☆dance

ゆでだこ

フェーダ
【 講 堂 】

【 多目的教室 】

【 講 堂 】
【 講 堂 】

05 25

10:30 -10:40

9:25-10:30

10:40 -11:00

11:35 -12:30

11:00 -11:35

12:30 -13:05

吹奏楽部

アイコン 1部

エンディング（在校生のみ）

アイコン 2部

アイコン 3部
13:05-13:20

14:00-14:30

14:30- 15:30

13:20-14:00

タップダンス
pink react 2
ぺごぱ

表彰

実行副委員長挨拶

実行委員 長挨拶

中学校校長挨拶
閉会宣言

⑤

⑤

⑥

3

メインアート部門

照 明

飲食販売部門

クラス企画部門

パンフレット・チケット部門

高等学校 校長挨拶

有志の部 Day 1

有志の部 Day 1

　　　　　　　　　　　　　 [普１-2 ] 井上 琉那、奥野 こなみ、筒井 陽菜  [特２-１]

植村 心香、鈴木 みさの、日之内 彩華、渡邊 晴陽  [普２-１] 兼島 花、小畑 照葉  [普２-２] 

岡本 侑花、平田 萌果、三井 友梨香 [普２-３] 大垣 愛結、前田 桃香、松下 柚葉、南 陽菜、

森 菜乃花 [普２-４] 伊藤 静香、髙尾 あおり、谷川 友菜  [普３-２] 黒田 彩未、中村 伊吹、

水谷 音那、村山 紗耶、森川 琉衣、矢野 瑠奈 [普３-３]   荻野 佑莉那、 　小南 わかば、

櫻井 はな、谷山 真優、橋本 ひとみ [普３-５] 南部 寿理愛、丸田 天音

[普３-５] 鹿野村 美那 [商２-２] 曽根 さくら

講堂イベント・アイコン部門

　　　　　　　　　 [ 特１-１] 青田 唯生、池田 真珠、 笹倉 詩音、高山 夢叶  [普１-１]

稲葉 馨、壽賀 冴月  [普１-2 ] 中江 妃菜子 [普 1-４] 大西 利奈、カンペーロ スズキ ハイカ、

小橋 侑佳、小林 みずほ、筒井 風花、濵口 心優  [ア１-5] 井上 夢菜、大西 結、勝部 亜紀、中

野 絢音、中野 琴音、森田 希夏 [商１-１] 中沢 鈴花  [普２-１] 久野 瑞希、横山 花奈  [普２-

２] 周藤 圭星 [普２-３] 木村 怜凪 [普２-４] 福石 百恵、藤井 菜那 [普２-５] 岩崎 藍奈、

川岸 茉椰、小溝 幸音、中尾 友希乃、長野 心菜 [商２-１] 荒木 香里、藤原 綾乃、百埼 佐耶 

[商２-２] 白濱 和香、中溝 海久、濵野 二羽香 [普３-１] 江西 美緒、 尾田 萌子、瀬端 紗来、

中野 愛理、本間 菜桜  [普３-５]  別所 真優、矢野 李帆　

　　　　 [普１-２]コン テュイ ニュウン [普１-３]  植木 伶美、北口 埜衣、髙松 桃花 、

野村 美咲、札内 里菜、船田 結愛 [商１-１] 兼子 夏帆、内藤 七紀 [商３-１] 江頭 咲希 、

藤尾 穂華、 山口 実乃里

　　　　　　　　 [普１-１]神戸 紗月、菊川 ひかり [普２-４] 大前 瑞希  [普３-４] 石原 

菜々子、 小松原 萌優、高見 明羽

　　　　　　　　   [普１-２] 岩間 美緒 [普１-３] 青山 咲月、  安田 菜々美   [商１-１] 

大谷 心花、後藤 礼、澤田 亜衣珠

　　　　　　　　   　　　　　[中学１年]千家 明日凪、濵田 眞穂、村上 葉采、山崎 りの 

[普１-１] 神﨑 美潤、村田 萌恵  [普３-５]   瀧 千南、森下 菜々実

タップダンス
pink react２


