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※各日出演順 

  

2017 年 11 月 18 日(土) 

第 1 部 

大阪府立金剛高等学校 軽音楽部 

大阪府立藤井寺工科高等学校（定時制） 音楽部 

大阪府立芥川高等学校 軽音ロック部 

大阪府立佐野高等学校 軽音楽部 

大阪市立汎愛高等学校 音楽部 

大阪府立城東工科高等学校 総合音楽部 

大阪府立阪南高等学校 軽音楽部 

大阪市立咲くやこの花高等学校 軽音楽部 

大阪市立東淀工業高等学校 軽音楽部 

大阪市立桜宮高等学校 音楽部 

大阪府立清水谷高等学校 ギター部 

大阪府立和泉高等学校 軽音楽部 

大阪市立鶴見商業高等学校 軽音楽部 

 

第 2 部 

大阪市立扇町総合高等学校 軽音楽部 

大阪府立北摂つばさ高等学校 軽音楽部 

大阪府立富田林高等学校 軽音楽部 

大阪府立今宮工科高等学校 軽音楽部 

大阪府立阿倍野高等学校 軽音エレキ部 

大阪府立堺東高等学校 軽音楽部 

大阪府立金岡高等学校 軽音楽部 

大阪府立伯太高等学校 軽音楽部 

大阪府立堺工科高等学校 軽音楽部 

大阪府立門真なみはや高等学校 ロック研究部 

大阪市立都島工業高等学校 軽音楽部 

大阪府立柴島高等学校 軽音楽部 

大阪市立大阪 高等学校 軽音楽部 

大阪府立市岡高等学校 NMC 

 

2017 年 11 月 19 日(日) 

第 1 部 

大阪府立桜塚高等学校 軽音楽部 

大阪府立八尾翠翔高等学校 軽音楽部 

あべの翔学高等学校 軽音楽部 

浪速高等学校 軽音楽部 

大阪府立布施北高等学校 軽音楽部 

大阪府立槻の木高等学校 軽音楽部 

大阪府立福井高等学校 軽音楽部 

大阪府立茨木工科高等学校 軽音楽部 

大阪府立泉陽高等学校 ポピュラーミュージッククラブ 

大阪府立花園高等学校 フォークソング部 

大阪府教育センター附属高等学校 軽音楽部 

大阪府立平野高等学校 軽音楽部 

大阪府立枚岡樟風高等学校 軽音楽部 

 

第 2 部 

大阪市立住吉商業高等学校 フォークソング部 

大阪信愛女学院高等学校 軽音楽部 

常翔啓光学園高等学校 軽音楽部 

大阪府立今宮高等学校 軽音エレキ部 

樟蔭高等学校 軽音楽部 

同志社香里高等学校 軽音楽部 

東大谷高等学校 軽音楽部 

上宮太子高等学校 軽音楽部 

プール学院高等学校 フォークソング部 

東大阪市立日新高等学校 軽音楽部 

大阪府立岸和田高等学校 軽音楽部 

樟蔭高等学校 フォークソングクラブ 

大阪府立布施高等学校 軽音楽部 

大阪府立西寝屋川高等学校 フォークソング部 
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大阪府立金剛高等学校 軽音楽部 

出演日 11 月 18 日 第 1 部 

出演区分 洋楽 

出演バンド 金剛高校軽音楽部 

演奏曲 September (Earth Wind & Fire) 

 

大阪府立藤井寺工科高等学校  音楽部 

金剛高校軽音楽部です。 

 

2 年生 9 名、1 年生 20 名の 29 名でほぼ毎日活動しています。 

普段アンサンブル練習するレギュラーバンドの他、 

イベントごとに結成されるユニットバンドも 4 バンドあります。 

 

芸文祭は年間の部活動の中で最も大切にしているイベントです。 

今回は Earth Wind & Fire の名曲 SEPTEMBER を 

金剛ならではのノリで演奏します。 

 

会場の皆さんと一緒に楽しみたいと思います！。 

こんにちは。藤井寺工科高等学校（定）の音楽部です。 

 

部員 3 人で活動しています。昼間は仕事やアルバイト、 

夜間は学校で勉強するという 

ハードなスケジュールをこなしながら練習を頑張っている人もいます。  

 

練習は週 2 回と他の高校に比べて練習量が少なく、 

規模の小さい部活です。 

しかし、部活がない日には自主練し、 

練習がある時はみんな集中して取り組んでいます。  

 

部員のほとんどが、楽器を触ったことのない初心者です。 

今回のバンドも、今年から始動したフレッシュなバンドです。 

しかし、一生懸命音楽して、頑張ってきました。  

 

少しでも皆さんの記憶に残る、 

爪あとを残せるバンドになればと思います。  

宜しくお願いします。 

出演日 11 月 18 日 第 1 部 

出演区分 邦楽 

出演バンド Emelita 

演奏曲 デイドリームビリーバー (ザ・タイマーズ) 
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大阪府立芥川高等学校 軽音ロック部 

出演日 11 月 18 日 第 1 部 

出演区分 ツインソロ 

出演バンド あくたがわっしょい vol.4 

演奏曲 金曜日のおはよう (HoneyWorks) 

 

大阪府立佐野高等学校 軽音楽部 

活動場所は視聴覚教室。 

平日の放課後 17 時 45 分まで、45 分単位に時間を割りふって、個人練習

とバンド練習を行っています。 

 

軽音連の各種イベントに参加するほか、和太鼓部・ダンス部・吹奏楽部と

の合同チャリティコンサートやライブハウスを借り切って行う定演ライ

ブ、今年から始めた近隣校との交流ライブなど行っています。 

 

これまでずっとガールズ・スペシャルバンドでエントリーしてきました

が、今年は男子部員も出演します。 

よろしくお願いいたします。 

佐野高校軽音楽部は入部から引退まで 

それぞれ自分たちでバンドを育てていく仲間の集合体です。 

 

現在 3 年生を除く 16 のバンドが熱心に活動中。 

校内でもさまざまなスタイルのライブを企画しています。 

出演日 11 月 18 日 第 1 部 

出演区分 邦楽 

出演バンド dove 

演奏曲 キミシダイ列車 (ONE OK ROCK) 
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大阪市立汎愛高等学校 音楽部 

出演日 11 月 18 日 第 1 部 

出演区分 邦楽 

出演バンド ビスケットサンド 

演奏曲 気まぐれロマンティック (いきものがかり) 

 

大阪府立城東工科高等学校 総合音楽部 

汎愛高校音楽部はとにかく明るく先輩、後輩関係なく仲が良い部活です！ 

 

3 年生は引退して部活内にはいませんが、 

一緒にご飯に行ったり、遊びに行ったりするぐらい仲がいいです。 

 

主に平日の放課後と土日に活動していて、土日は他校に行ったり、 

学校に来てもらったりして交流ライブなど行っております。 

練習はパート練習とバンド練習を中心にしています。 

パート練習では基礎を固めるために各パートに分かれて練習しています。 

バンド練習では各バンドいろんなジャンルの曲を練習して 

ライブに向けて頑張っています。 

 

音楽部は色々な個性を持った生徒が多く、 

明るいとても仲の良い部活動になっています。 

ぜひ、汎愛高校の名を覚えてください！ 

城東工科の総合音楽部は、3 年生 12 人、2 年生 9 人、1 年生 13 人が所

属しておりバンドは 12 バンド活動しています。 

 

今年は、1 年生に女子が入ってきて女子バンドがはじめて出来ました。 

本格的に活動し始めたのは今年からなので 

他校との交流や大会なども積極的に出場して行こうと思っています。 

 

部の雰囲気は、とても仲良く、1 年＋2 年＋3 年でバンドを組んだりと 

楽しく練習しています。 

 

バンドで練習できる部屋がひとつしか無いので、自分達で使う日や時間を

相談し練習しています。 

 

今回出場するユニットは、 

朝連を毎日しているので琴線に触れるような演奏をできると思います。 

是非お聞きください。 

出演日 11 月 18 日 第 1 部 

出演区分 インスト 

出演バンド 和菓子 

演奏曲 START (DEPAPEPE) 
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大阪府立阪南高等学校 軽音楽部 

出演日 11 月 18 日 第 1 部 

出演区分 ツインソロ 

出演バンド 阪南高校代表バンド 

演奏曲 歩いて帰ろう (斉藤和義） 

 

出演日 11 月 18 日 第 1 部 

出演区分 邦楽 

出演バンド クチナシ 

演奏曲 声 (SCANDAL) 

 

大阪市立咲くやこの花高等学校 軽音楽部 

阪南高校軽音部は、大阪市住吉区、 

地下鉄御堂筋線あびこ駅から徒歩 10 分。 

大阪市の南の端。部員は、48 名。 

レギュラー11 バンド体制で学年ごとにバンドを組んでいます。 

また、1 年、2 年のくじ引きにより作ったミックスバンドによる 

コンテスト、イベント用の代表バンドなどで活動しています。 

「音楽を通じていかに人とつながるのか」をテーマに“苦しい部活”、 

楽しい部内ライブを目標に、 

年に 4 回程度、公募でゲストを招き部内ライブを開催。 

ぜひ、ご参加を検討してください。 

スノコが舞台がわりだったのですが、春からは舞台ができる予定。 

顧問が今作成中。 

文化祭では、視聴覚室でだけなく中庭でも演奏させてもらい、 

文化祭のオープリングも、本校の校歌を開会式でロックアレンジで 

演奏させていただくなど、校内での認知度も少しずつ上がってきました。 

阪南軽音楽部は、ゲストに来てくださる高校、呼んでいただける学校、 

そして軽音楽連盟のイベントのおかげで何とかやってこれました。 

本当に感謝しています。 

私たち咲くやこの花高校軽音楽部は、 

2 年 6 人、1 年 25 人の合計 31 人で元気に楽しく活動しています。 

 

部のモットーは 

『演奏している自分たちも楽しみ、 

聞いていただいているお客さんも楽しむことのできるような演奏と 

パフォーマンスを目指す！』 

です！ 

 

最近のイベントは、ダンス部とのコラボによる校内ライブ 

（ウィンターパーティ）です。 

 

新しい企画も皆んなで力を合わせ、 

時にはぶつかり合いながらも日々、 

切磋琢磨して、 

これからも成長を続けていきます！ 
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大阪市立東淀工業高等学校 軽音楽部 

出演日 11 月 18 日 第 1 部 

出演区分 邦楽 

出演バンド メカトロミックス 

演奏曲 夜明けの流星群 (SCANDAL) 

 

大阪市立桜宮高等学校 音楽部 

大阪市立東淀工業高等学校は、淀川区加島にある工業高校です。 

 

私たち軽音楽部は、先輩、後輩の垣根を越えて和気藹々と活動しています。

音楽活動を通して、演奏技術を学ぶだけでなく、 

協調性・表現力・判断力を身につけるために、 

部員みんなで毎日がんばっています。 

今年度は多くの新入生が入部して、 

さらに活気あふれるクラブになってきました。 

 

ライブ活動として、学校行事・他校との交流演奏会のほか、 

地域での演奏活動にも力を入れています。 

WINTER FESTIVAL には毎年出演しています。 

 

日頃の練習の成果を発揮できるように、 

部員全員で心を一つにして頑張りますので、 

よろしくお願い致します。 

桜宮高校は淀川の真横にあり、自然に恵まれた場所にあります。 

 

普通科と人間スポーツ科学科の２学科があり、 

スポーツを中心に学ぶ人や、勉強を頑張りたい人など 

さまざまな人が通っています。 

 

運動部が盛んな学校ですが、 

音楽部も文化部で１番のクラブを目指して 

日常生活から部活動まで一生懸命に取り組んでいます。 

出演日 11 月 18 日 第 1 部 

出演区分 バラード 

出演バンド タミナ アモキキト 

演奏曲 タユタ (RADWIMPS) 
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大阪府立清水谷高等学校 ギター部 

出演日 11 月 18 日 第 1 部 

出演区分 洋楽 

出演バンド TOP of KO 武士 

演奏曲 Don’t stop(5 seconds of summer) 

 

大阪府立和泉高等学校 軽音楽部 

清水谷高校ギター部は一年生 21 人二年生 22 人の計 43 人で 

元気に活動しています。 

 

平日は 18 時まで、土日は 9 時から 16 時までとみっちり練習しており、

時には合同演奏会や清水谷主催でのイベントなども 

させていただいています。 

 

部員はみんな明るくハキハキとしていて、 

練習中には演奏やパフォーマンス面についての意見交換も行い、 

とても充実した部活動が出来ています。 

 

本番の舞台では、誰よりも華やかな笑顔で音楽を楽しむ！をモットーに、

見ている人たちの心を動かせるような清水谷らしい演奏ができるよう、

日々精進しています！ 

こんにちは！和泉高校軽音楽部です！ 

 

私たちは 1、2 年生合わせて約 60 名で活動しています！ 

和泉高校軽音楽部は上を目指して日々努力しつつ、 

みんなでわいわいと楽しんで部活動をしています！ 

 

他校との交流をよく行ったり、 

先輩・後輩みんなで豚汁祭りをしたりと本当に楽しいです！！ 

 

そんな私たちの仲間の努力を是非ご覧ください！！ 

出演日 11 月 18 日 第 1 部 

出演区分 ツインソロ 

出演バンド 地上人。 

演奏曲 遠恋 (RADWIMPS) 
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大阪市立鶴見商業高等学校 軽音楽部 

出演日 11 月 18 日 第 1 部 

出演区分 邦楽 

出演バンド 四代目鶴商軽音姉妹 

演奏曲 どんなときも (槇原敬之) 

 

大阪市立扇町総合高等学校 軽音楽部 

鶴見商業高校は鶴見緑地の隣にある学校で、 

花と緑をすぐそばに感じるとっても環境の良い学校です。 

 

検定取得に力を入れていて、 

私たちはクラブと勉強の両立に日々頑張っています。 

 

軽音楽部はポピュラーミュージックの演奏を中心に 

音楽活動を行っています。 

鶴見区のイベントに出演したり、 

幼稚園や老人ホームでコンサートを行ったり、 

高校生のバンドコンテストに参加するのが主な活動です。 

 

高校生の音楽イベント運営をしたりもしています。 

その一つに、震災について「自分達に何かできることはないか」 

を考え企画した東日本復興支援チャリティーコンサートがあります。 

年４回行っていますので、みなさんも出演・観覧に来てくださいね。 

こんにちは。扇町総合高校軽音学部です！ 

 

扇町総合高校は、北区にある 1 学年 200 人という規模の 

小さな商業系総合学科の学校です。 

 

軽音楽部は、1 年生 17 人、2 年生 9 人の合計 26 人が、 

6 つのレギュラーバンドと 

イベントに合わせた特別編成バンドで活動しています。 

 

今年度から改めて軽音楽部連盟大阪に加盟して、 

連盟のイベントをはじめ、 

いろんなイベントに参加させていただいています。 

 

今回の芸文祭には、修学旅行の関係で出演が難しい２年生に代わり、 

1 年生のみのグループで洋楽に挑戦します。 

技術も表現力もまだまだですが、懸命に取り組んでいます。 

ステージでは緊張すると思いますが、全力を出し切りたいと思います！ 

出演日 11 月 18 日 第 2 部 

出演区分 洋楽 

出演バンド 松ヶ枝町バンド 

演奏曲 7 things (Miley Cyrus) 
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大阪府立北摂つばさ高等学校 軽音楽部 

出演日 11 月 18 日 第 2 部 

出演区分 邦楽 

出演バンド SHIRASUDON 

演奏曲 タマシイレボリューション (Superfly) 

 

大阪府立富田林高等学校 軽音楽部 

こんにちは！北摂つばさ高校軽音楽部です！ 

 

現在 2 年生 2 人、1 年生 20 人で活動しています。 

3 年生が引退してから人数がすごく少なくなってしまいましたが、 

カッコイイ先輩の背中を追いかけてそれぞれのパート、 

それぞれのバンドで日々練習に励んでいます。 

 

今年の文化祭では 100 人を越えるお客さんに来て頂き、 

大盛り上がりでした。 

そういった校内の LIVE はもちろん、 

地域のお祭り等のイベントにも積極的に参加しています。 

 

どのステージでも、 

観に来て頂いた皆さんに楽しんで 

盛り上がって頂けるような演奏を披露したいと思っています！ 

大阪府立富田林高等学校軽音楽部です。 

 

現在 3 年生は 6 月で引退し、1 年生 23 人、2 年生 36 人の 

合計 59 人で活動しています。 

 

協力すること、感謝の気持ちを忘れないこと、 

礼儀を大切にすることをモットーに日々の活動に取り組んでおります。 

 

主な活動ではバンド練習はもちろんのこと、 

月に 1 回のペースでの部内ライブ、 

他高校さんとの交流ライブを開催しております。 

校内ではお昼休みにライブを行ったり、 

大阪府立近つ飛鳥博物館のコンサートに出演させていただいたくなど、 

それぞれのイベントを目標に意欲的に活動しております。 

 

本日は日々の活動の成果を感謝の気持ちを持って発表したく思います。 

よろしくお願いします。 

出演日 11 月 18 日 第 2 部 

出演区分 邦楽 

出演バンド SKYFOO!!!!! 

演奏曲 サイハテアイニ (RADWIMPS) 
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大阪府立今宮工科高等学校 軽音楽部 

出演日 11 月 18 日 第 2 部 

出演区分 ツインソロ 

出演バンド 3 年目の今宮ん 

演奏曲 3 年目の浮気 (ヒロシ＆キーボー) 

 

大阪府立阿倍野高等学校 軽音エレキ部 

今宮工科高校軽音楽部です。 

 

学校は、大阪市西成区にあり最寄駅は新今宮駅です。 

現在部員数 17 名で、窓のない倉庫を部室として使用し練習をしています。

平日は定時制の授業があり 17 時までしか練習できませんが、 

土日は 24 時間練習可能です。 

交流ライブや軽音連のイベントにも積極的に参加しています。 

 

工業高校生らしく、 

自分たちでシールドを作ったり、 

割れたシンバルを加工し再利用しています。 

 

私たちは、「最高のキモいは、最高のカッコいい」 

というモットーを先輩から引き継ぎ、 

どんな事にも全力で取り組んでいます。 

阿倍野高校は御堂筋線昭和町駅、谷町線文の里駅が最寄です。 

教室からは阿倍野ハルカスがすぐそこに見えるほどの 

非常に立地に恵まれた学校です。 

もとは女子高だったということもあり女子が非常に多いです。 

 

そんな阿倍野高校の軽音エレキ部は、 

現在 1 年 34 名、2 年 40 名、引退した 3 年の先輩方までいれると 

全員で 100 名の大きな部活になっています。 

 

練習は平日が放課後完全下校ぎりぎりの時間まで、 

土日祝日は 10 時から 16 時までで、 

全 25 バンドで時間を分けているので、 

限られた時間を有効に活用しながら行っています。 

 

見ている人も巻き込みながらも、 

自分たち自身が１番楽しむことを忘れずに一生懸命頑張りますので、 

よろしくお願いします。 

出演日 11 月 18 日 第 2 部 

出演区分 邦楽 

出演バンド Blue Storms 

演奏曲 心の旅 (GO!GO!7188) 
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大阪府立金岡高等学校 軽音楽部 

こんにちは、堺東高校軽音楽部です！ 

 

堺東高校は、 心臓破りの坂の上にある総合学科の学校です。 

軽音楽部の部員数は 2 年生が 17 人、1 年生が 16 人、 

顧問の先生方が 5 人の総勢 38 人です。 

 

普段は、バンド練習やパート練習などをしています。 

休日には他校との交流や、イベント・大会への出場などもしています。 

 

先輩と後半の仲が良く、日々楽しんで練習に取り組んでいます。 

 

今回の曲は、最近の堺東高校では珍しいアップテンポな曲です。 

掛け声やダンスもあるので、みんなで一緒に歌って踊ってください！！ 

金岡軽音楽部は現在１年生 22 名、2 年生 18 名、 

合計 40 名の部員で年間五十を超えるライブ活動を行っています。 

 

6 月の大阪城野外音楽堂で行われる全国大会も 

3 年連続で出場しています。 

 

また、十一月に行われた 

十年に一度の近畿高等学校総合文化祭大阪大会にも出場しました。 

 

音楽活動を通して、 

挨拶・時間厳守など規律ある部活動をおこなっています。 

 

「印象に残る演奏」を届けるために日々練習に励んでいます。 

出演日 11 月 18 日 第 2 部 

出演区分 ツインソロ 

出演バンド 鳳翼天翔 

 演奏曲 甲賀忍法帖 (陰陽座) 

 

大阪府立堺東高等学校 軽音楽部 

出演日 11 月 18 日 第 2 部 

出演区分 邦楽 

出演バンド ガシ團蛇 PAN 

演奏曲 スウィンギン・ニッポン (氣志團) 
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大阪府立伯太高等学校 軽音楽部 

出演日 11 月 18 日 第 2 部 

出演区分 洋楽 

出演バンド シーミレ 

演奏曲 I Don’t Want To Miss A Thing (Aerosmith) 

 

大阪府立堺工科高等学校 軽音楽部 

軽音連盟に加入して２年目！ 

 

まだまだ発展途上国の伯太軽音楽部ですが、 

負けん気魂で頑張っていきます！ 

本校軽音楽部は、校内では文化祭を中心に活動しています。 

 

校外では軽音楽部連盟大阪に加盟して 11 年目を迎え、 

ESP や放送芸術学院、高校軽音フェスタ弥生の杜等のライブに 

参加してきました。 

また、HSLin ハーベストでは 3 年連続幹事校を務めています。 

 

3 年前より大阪府高等学校芸術文化連盟軽音楽部門にも 

加盟しております。 

今年は顧問が 4 人、部員が 17 人となり、 

放課後視聴覚室で練習に励んでいます。 

 

目標は大阪府高等学校芸術文化祭軽音楽部門で本選に出場することです。 

出演日 11 月 18 日 第 2 部 

出演区分 邦楽 

出演バンド なんでもいい 

演奏曲 おどるポンポコリン (B.B.クィーンズ) 
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大阪府立門真なみはや高等学校 ロック研究部 

出演日 11 月 18 日 第 2 部 

出演区分 邦楽 

出演バンド ポニー 

演奏曲 SAKURA (いきものがかり) 

 

大阪市立都島工業高等学校 軽音楽部 

門真なみはや高校ロック研究部は 

『まず自分たちが楽しむ！ 

そして演奏を聴いてくださる方々にも楽しんでいただく！』 

をモットーに活動しています。 

 

ハロウィンライブやクリスマスライブといった校内ライブを実施したり、

他校との合同演奏会に参加させていただいたりしています。 

 

よろしくお願いします！ 

学校は、大阪市営地下鉄④出口を出て、徒歩 30 歩程度で通用門着。 

多分、日本で最も駅近な学校でしょう。 

 

部内ライブは、ここ数年間、年間 8～9 回ペースで行っています。 

工業高校なので、ステージ用の平台も生徒達の手による自作。 

自作可能なものは自作に挑戦という、曲作りよりもモノヅクリに励む、 

女子率の超少ない軽音楽部です。 

 

演奏面で重視するのは、グルーブとダイナミクス。 

Gt ソロよりもコードバッキングを重視している 

アンサンブル重視の軽音楽部です。 

 

皆様、よろしくお願いします。 

出演日 11 月 18 日 第 2 部 

出演区分 ツインソロ 

出演バンド 紅葉の善源寺 

演奏曲 群青日和 (椎名林檎) 
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大阪府立柴島高等学校 軽音楽部 

出演日 11 月 18 日 第 2 部 

出演区分 邦楽 

出演バンド 南十字星 

演奏曲 ヒカリへ (ザ・ベイビースターズ) 

 

大阪市立大阪ビジネスフロンティア高等学校 軽音楽部 

柴島高校軽音楽部は 1 年生 2 年生あわせて 62 名で活動しています。 

 

練習はバンドごとのアンサンブル練習の他に、 

パートごとの楽器練習を毎日行っています。 

また演奏以外の業務を行うためのスタッフに全員所属し、 

スタッフごとに音響や照明、レコーディングなどの技術を学んで、 

分割してライブ運営や CD レコーディングを行います。 

 

その他にもマネージャースタッフというものがあり、 

顧問の先生と部員の間に立ち、予定管理などをしています。 

3 年生が 10 月に引退して以来、 

2 年生が中心となってクラブ運営をしています。 

 

現在 43 名の部員でこれから様々な場面で、 

１年生とも一緒に活躍していきたいと考えています。 

 

クラブのイメージカラーは青色で「爽やかで元気」という意味をこめて、

演奏に力を入れたいと考えています。 

出演日 11 月 18 日 第 2 部 

出演区分 バラード 

出演バンド ブルーマンデー 

演奏曲 ギブス (椎名林檎) 
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大阪府立市岡高等学校 NMC 

出演日 11 月 18 日 第 2 部 

出演区分 ツインソロ 

出演バンド ジョン君と一緒 

演奏曲 Daydream Believer (The Monkees) 

 

大阪府立桜塚高等学校 軽音楽部 

私たち NMC は 1.2 年合わせて 52 人で活動しています。 

 

NMC は NEW MUSIC CLUB の略称です。 

視聴覚室でのライブは、 

スタンディングで行うのでライブハウスみたいで盛り上がります。 

 

NMC は自由な雰囲気でみんなのびのび楽しく活動しています。 

私たち桜塚高校軽音楽部は 

現在 1、2 年生合わせて 72 人で活動しています。 

 

定時制があるので、平日の活動時間は 1 時間 40 分ほどしかありませんが、

なんとか皆でやりくりして頑張っています。 

 

軽音連では他校の方々から様々なことが学べ、 

日々成長できるので、これからも交流していけたらと思っています。 

 

よろしくお願いいたします。 

出演日 11 月 19 日 第 1 部 

出演区分 ツインソロ 

出演バンド ゴーゴージャパン 

演奏曲 ギブス (椎名林檎) 2 億 4 千万の瞳（郷ひろみ） 
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あべの翔学高等学校 軽音楽部 

こんにちは、八尾翠翔高校軽音楽部です。 

 

１年生 23 人、2 年生 15 人（計 38 人）で、 

本校の部活動においては最多の部員数です。 

平日は 18 時まで活動しており、 

土日にはライブなどが入ることがあります。 

1 年生 2 年生がとても仲よく、日々の練習に励んでいます。 

 

校外ライブでは、他校でライブに出演させて頂いたり、 

地元のお祭りなどにも呼んで頂くこともあります。 

 

校内ライブでは年 4 回あり、 

それ以外に今年度からはランチライブという月に１回の企画で、 

昼休みに緑豊かな中庭で演奏しており、 

教室からも顔を出してライブを見て楽しんでもらっています。 

阿倍野区天王寺町にある高校です。 

かつての大阪女子(商業)高校、 

2014 年に共学となりあべの翔学と改名しました。 

 

軽音楽部は 1983 年創部。 

現在は 3 年生 4 人・2 年生 5 人・1 年生 6 人の 15 人で活動しています。 

新歓ライブ・校内ライブ・文化祭ライブ・老人ホームや福祉施設での 

アコースティックコンサート・他校さんとの交流会や 

各種イベントへの出演などが主な活動です。 

 

春には交流している学校さんをお招きして、 

April Festa というイベントを開催しています。 

 

軽音楽連盟には今年初めて加盟しました。 

ウィンターフェスティバルも初挑戦です。 

これを機に洋楽ロックに挑戦、 

2・3 年生全員+1 年生 1 名で全力で臨みます！ 

新参者ですがよろしく願いします♪ 

出演日 11 月 19 日 第 1 部 

出演区分 洋楽 

出演バンド 道～Go,Vantage Point.～ 

演奏曲 Everyday is a Winding Road (Sheryl Crow) 

 

大阪府立八尾翠翔高等学校 軽音楽部 

出演日 11 月 19 日 第 1 部 

出演区分 邦楽 

出演バンド カリフラワー 

演奏曲 お願いナビゲーション (SCANDAL) 

 



17   第 38 回大阪府高等学校芸術文化祭（軽音楽部門）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

浪速高等学校 軽音楽部 

出演日 11 月 19 日 第 1 部 

出演区分 邦楽 

出演バンド IBIS 

演奏曲 We are (ONE OK ROCK) 

 

大阪府立布施北高等学校 軽音楽部 

浪速高校軽音楽部は 1 年生 60 名程度、2 年生 20 名程度の 

合計 80 名で活動しています。 

 

全国軽音フェスティバルやミックスバンド、学内演奏会、 

他校の合同ライブなど月 1 回以上イベントに参加しています。 

 

また、普段の部活では先輩や顧問が後輩に知識や技術を伝授し、 

それだけでなく基本的な生活、マナーなどを指導しています。 

 

オーディションなどもあるため、部員同士で競争するときもありますが、

学年隔たりなく仲良く部活動に取り組んでいます。 

 

今回の予選では、2年生が修学旅行なので1年生のみの参加となりますが、

精一杯頑張りますので、よろしくお願いします。 

布施北高校は、 

東大阪市役所から南方に 900m ほどのところに位置しています。 

本校は今年度からエンパワメントスクールとして生まれ変わりました。 

つまずいたところを徹底的に学び直し、 

社会で活躍するために必要な力をつけることを目指しています。 

 

また、クラブ活動にも力を入れ始めています。 

軽音楽部は、本校では一番部員数の多いクラブです。 

今年度から軽音楽連盟にも加盟し、 

積極的にライブ活動を行うようにしています。 

 

近隣の高校さんと定期的に合同ライブをさせていただいたり、 

地元の中学校でのイベントでライブをさせていただいたり、 

プロミュージシャンの方々との交流をさせていただいたりと 

様々な活動を行っています。 

出演日 11 月 19 日 第 1 部 

出演区分 インスト 

出演バンド シャムロック 

演奏曲 Triptych (SIAM SHADE) 
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大阪府立槻の木高等学校 軽音楽部 

出演日 11 月 19 日 第 1 部 

出演区分 邦楽 

出演バンド 平和主義 

演奏曲 Love the warz (SEKAI NO OWARI) 

 

大阪府立福井高等学校 軽音楽部 

こんにちは。槻の木高校軽音楽部です。 

私たちの学校は高槻市にある創立 15 年目を迎えた学校です。 

 

軽音楽部は 2 年生 3 バンド 13 名・1 年生 2 バンド 9 名で活動しています。 

部員それぞれ個性豊かで 1・2 年生の仲も良く 

「挨拶」「時間厳守」などの最低限の事を忘れずに、 

他校との交流ライブや校内ライブ、 

軽音連大阪のイベントに向けて日々練習に取り組んでいます。 

 

今回出演する「平和主義」は 1 年生と 2 年生の合同メンバーです。 

メンバーはオーディションを行ない決めました。 

来てくれた方も演奏している自分たちも楽しめるライブが 

できるように全力を尽くします。 

 

藤井寺に行くぞ！ 

本日はどうぞよろしくお願いします。 

学校は自然豊かな北摂の茨木市内にあります。 

駅から少し遠いのが難点ですが、 

その代わり教室の窓から見える山々は絶景です。 

 

軽音楽部は 1・2 年生合わせて 38 名で活動しています。 

毎日のパート練と、週 2 回のバンド練を行っています。 

皆仲が良く、芸文祭の練習と併行して 

部内ミックスバンドも行っています。 

 

また、軽音連の活動にもここ数年積極的に参加しています。 

今回の楽曲は琴とキーボードのツインソロに注目です。 

お聞きください！ 

出演日 11 月 19 日 第 1 部 

出演区分 ツインソロ 

出演バンド 千本桜バンド 

演奏曲 千本桜 (初音ミク) 
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大阪府立泉陽高等学校 ポピュラーミュージッククラブ 

茨木工科高校軽音楽部は、 

1 年生 1 名、2 年生 3 名の合計 4 名が在籍しており、 

学年別でバンドを組んでいます。 

 

普段は、視聴覚室を借りて放課後から夕方 5 時までを全バンドで 

均等に分けてステージを使ったバンド練習をしています。 

自分のバンドの練習時間でないときは、 

別の学年の演奏を見て意見を言ったり、 

バンドごとに曲について話し合ったりしています。 

 

茨木工科高校軽音楽部は、 

部活を理由に学校生活を疎かにすることなく、 

堂々と音楽に取り組む部活動です。 

泉陽高校ポピュラーミュージッククラブは、 

現在１・２年２９名で活動しています。 

 

モットーである「挨拶」「校内ボランティア」「創意工夫」「時間厳守」 

「目指せマルチプレーヤー」を旨として、 

日々楽しみながら精進しています。 

 

今回選んだ曲名“Breakout”は、自分の殻を破り、前へ進み出せ！ 

という意味です。 

周りの意見に振り回されたり、理不尽な状況に陥ったりして、 

どうしても自分に自信が無くなってしまうことはあると思います。 

でもそんな時、勇気を持って、一歩踏み出すことが、 

輝くためのきっかけになるということを伝えたいです。 

聴いてくださる人を元気付けられるように、 

今の私たちが出来る最高の演奏を届けます！ 

出演日 11 月 19 日 第 1 部 

出演区分 ツインソロ 

出演バンド FRANCESCA 

演奏曲 Breakout (Swing Out Sister) 

 

大阪府立茨木工科高等学校 軽音楽部 

出演日 11 月 19 日 第 1 部 

出演区分 邦楽 

出演バンド 生レバー 

演奏曲 悲しみの果て (エレファントカシマシ) 
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出演日 11 月 19 日 第 1 部 

出演区分 邦楽 

出演バンド ごめん！練習してない（笑） 

演奏曲 ロストワンの号哭 (Neru) 

 

大阪府立花園高等学校 フォークソング部 

出演日 11 月 19 日 第 1 部 

出演区分 バラード 

出演バンド Axis 

演奏曲 There will be love there ～愛のある場所～(The brilliant green) 

 

大阪府教育センター附属高等学校 軽音楽部 

私たち花園高校フォークソング部は、 

花園高校創立後すぐにできた部で創部 1969 年です。 

 

現在 1、2 年合わせて 18 人で活動しています。 

活動日は火、木、金で活動時間は 15:30~17:00 です。 

男子が 1、2 年あわせて 4 人しかいませんが、 

男女混合バンド以外に男子のみのユニットバンドも作っています。 

電子ドラムとワット数の小さなアンプしか使えないなど 

限られた条件の下での活動ですが、日々練習に励んでいます。 

 

軽音連大阪への加盟は2013年からで、芸文祭も今年で3回目となります。

芸文祭以外にも、スプリングフェスティバルや High School Live など 

年間を通じて軽音連のライブに多数参加しています。 

また一緒になることがあれば気軽に声をかけてください。 

本校軽音楽部には 

1 年生 26 名、2 年生 14 名の計 40 人が所属しています。 

 

部長を中心に活動方針などを決め、 

部員が主体となった活動を行っています。 

練習後には必ず全員参加のミーティングを行い、 

改善すべき点について意見を出し合っています。 

 

部内ライブは月に 1 回のペースで実施し、 

ライブ後には撮影した動画を観ながらの意見交換会を行うなど、 

楽しみつつもお互いを高め合う工夫をしています。 

今年度からは他校を招いてのライブにもチャレンジをしており、 

音響・照明・司会進行といったライブ運営もできるようになってきました。 

 

これからも学外でのライブに積極的に出演したり 

本校主催の合同ライブを実施したりすることで、 

部全体としてさらにレベルアップしていきたいと思っています。 
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大阪府立平野高等学校 軽音楽部 

出演日 11 月 19 日 第 1 部 

出演区分 邦楽 

出演バンド まる＃しかく 

演奏曲 カルマ (BUMP OF CHICKEN) 

 

大阪府立枚岡樟風高等学校 軽音楽部 

平野高校軽音楽部です！ 

 

女子 8 人、男子 12 人の全員で 20 人で活動しています。 

今年は男子の入部が多く、活気のある部活動になっています！ 

 

世代交代をしたばかりで、新体制の軽音楽部として頑張っています。 

イベントにも活発に参加するようになり、 

どんどん校外にも出るようになってきました。 

 

今回も頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。。 

イエーイ！枚岡樟風高校軽音楽部です！ 

 

毎日、30 名の部員が元気に活動しています！ 

１年生から全バンドがオリジナル曲で活動！ 

金払ってライブハウスにコピー曲で出演するような人は 

すぐに首になります。 

一流のライブハウス（ＭＵＳＥ，シャングリラ、ネイヴ等）から、 

ノルマはいらないので出てくださいと、お願いされたら、 

出てあげることもあります。 

 

今年度はカミング神戸、全国高校軽音楽フェスティバル in 大阪城、 

ニドナツ全国大会 in 渋谷、音エモン出演、 

Ｇｏ！Ｇｏｉｷﾞﾀｰ掲載など相変わらずハデに活動していますが、 

地域障害者施設での年間を通じてのコンサートなど、 

地域貢献も果たしております。 

 

今年のウインターもノリノリでいきマース！ 

出演日 11 月 19 日 第 1 部 

出演区分 ツインソロ 

出演バンド トライ君ｓ 

演奏曲 やってみよう (WANIMA) 
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大阪市立住吉商業高等学校 フォークソング部 

出演日 11 月 19 日 第 2 部 

出演区分 邦楽 

出演バンド 住商 SP 

演奏曲 Yesterday and Tomorrow (ゆず) 

 

大阪信愛女学院高等学校 軽音楽部 

住吉商業高校フォークソング部です。 

 

部員は 3 年生 4 人、2 年生 2 人、1 年生 5 人の 11 人で活動しており、 

普段は部室か視聴覚教室で練習しています。 

全員で発声練習、リズム練習をした後で演奏練習をします。 

 

地域のイベントを始め、 

老人ホームや介護施設での慰問演奏などを中心に活動しています。 

 

また、交流ライブもできるだけ企画し、多くの学校と交流を持っています。

また都合が合えばぜひ住吉商業に遊びに来て下さい。 

こんにちは。 

大阪信愛女学院軽音楽部です。 

 

初心者が安心して自分のペースで上達していけるクラブ活動を目指して、

約 10 年が経ちました。 

1 つの練習用教室を、今年は高 2 が 1 バンド、高 1 が 1 バンド、 

中学生が 1 バンドの合計 3 バンドで 

ローテーションを組んで練習しています。 

 

軽音連盟大阪の主要な大会にも参加させていただけるようになり、 

他校さんとの交流を通じて、 

私たち自身人間的な成長を実感しております。 

 

本日は 2 年生バンドのアクアがクラブを代表して 

演奏させていただきます。 

強いイメージの曲に負けないよう、 

強い意志を持った人間を表現したいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

出演日 11 月 19 日 第 2 部 

出演区分 ツインソロ 

出演バンド Akua. 

演奏曲 不協和音 (欅坂 46) 
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常翔啓光学園高等学校 軽音楽部 

出演日 11 月 19 日 第 2 部 

出演区分 邦楽 

出演バンド GREATEST HITS 

演奏曲 天体観測 (BUMP OF CHICKEN) 

 

大阪府立今宮高等学校 軽音エレキ部 

今年、常翔啓光学園中学校・高等学校は創立 60 周年を迎えました。 

 

私たち軽音楽部は 2 年生 12 人、1 年生 12 人と中学生 4 人の合計 28 人

で活動しています。 

 

元気で明るい部員が多く、とても仲の良いクラブです。 

普段は校舎の 7 階にある教室で週 4 日活動しています。 

発声、体操、基礎練習、バンド練習を 10 分単位で回しています。 

そのおかげで時間を大切にする習慣がつきました。 

また、部員全員でのミーティングもしっかり行えるようになりました。 

 

今年の「Winter Festival」には 2 年生 4 人が出場します。 

よろしくお願いします。 

出演日 11 月 19 日 第 2 部 

出演区分 洋楽 

出演バンド 矛攻 

演奏曲 Hysteria (Muse) 

 

 

こんにちは！大阪府立今宮高校軽音エレキ部です。 

 

いつもはパートごとに分かれて練習、月・水と週末はバンドごとに 

機材練習をしています。 

講習などで全員そろうのがなかなか難しいですが、 

みんなで力を合わせて練習がんばってます！ 

 

芸文祭予選には２年生７人全員で出演します。 

応援よろしくお願いします！ 
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樟蔭高等学校 軽音楽部 

出演日 11 月 19 日 第 2 部 

出演区分 邦楽 

出演バンド SKY 

演奏曲 愛唄 (GReeeeN) 

 

同志社香里高等学校 軽音楽部 

東大阪にあります樟蔭高校軽音楽部です。 

 

幼中高大が集う女子校で、今年 100 周年を迎えています。 

古かった校舎・体育館が一新し，新たなキャンパスで学んでいます。 

私達軽音楽部は部員数 30 名で日々活動しています。 

 

今年もこの芸文祭に参加できてとても喜んでいます。 

精一杯の演奏をお届けできるようがんばります。 

出演日 11 月 19 日 第 2 部 

出演区分 バラード 

出演バンド 花惑 

演奏曲 ギブス (椎名林檎) 

 

 

同志社香里高校軽音楽部は、 

年齢パート関係なくお互いの意見を言い合いながらも、 

和気藹々とした雰囲気で練習に取り組んでいます。 

 

クラブ内では定期的にバンドの組み替えがあります。 

同じバンドになる部員は、 

音楽の趣味や学年・年齢は関係なく編成されますが、 

毎回いろいろな刺激があって、それが自分たちの力になっています。 

 

発表の場は、部内発表会、定期演奏会、 

他校との合同 LIVE などさまざまで、 

春と夏には長野県の北志賀高原で合宿を行っています。 

 

本クラブでは人前できちんと話せることを大切にしており、 

部内発表や定期演奏会ではあえて全ボーカルにＭＣの時間を用意したり、

司会には公の場で話すためのトレーニングを求めたりしています。 
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東大谷高等学校 軽音楽部 

出演日 11 月 19 日 第 2 部 

出演区分 邦楽 

出演バンド ゴウタマ＝ウドン 

演奏曲 春擬き (やなぎなぎ) 

 

上宮太子高等学校 軽音楽部 

こんにちは。東大谷高校軽音楽部です。 

 

私たちは、2 年生 19 名・1 年生 18 名の総勢 37 名で日々活動しています。 

今回はその中から 2 年生の 8 名で参加させていただきます。 

 

9 月に行われた文化祭で 3 年生の先輩方が引退。 

そして、2 年生を中心とした新体制がスタートしました。 

先輩方が引退し、正直不安もありましたが、 

私たちは私たちらしく、日々練習を重ねています。 

 

今回は新体制になってから初の公の場になります。 

交流させていただいている高校をはじめ、先生方そして保護者の方など多

くの方々のご支援・ご声援があり私たちはここにいます。 

 

「報恩感謝」の心を持ち、皆様に最高の演奏をお届けいたします。 

出演日 11 月 19 日 第 2 部 

出演区分 ツインソロ 

出演バンド shadowmoon 

演奏曲 うれしい、たのしい、大好き (Dreams Come True) 

 

 

私たち上宮太子高校軽音楽部は 

２年生 8、1 年生 16、合計 24 人で 

山々に囲まれた緑豊かな校舎で全体練習を週に 3 日、 

各バンド練習を週に 3 日（任意）、 

限られた時間を有効に使いながら仲良く楽しく活動しています。 

 

去年から行っている鉢伏高原での夏合宿で部員同士の絆も深まり、 

今は 1，2 年生混合のバンド編成で活動しています。 

年に５～６回の本校でのライブや他校ライブでの交流を通じて 

私達には無い音楽を取り入れながら、 

専門学校や連盟主催のライブで経験を積んでいる素晴らしいクラブです。 

 

さて、今回は 9 人で挑む初めての舞台です。 

この曲は管楽器、ダンスなど初挑戦が詰まったものになっています。 

この舞台をうれしそうに、楽しそうに、 

音楽が大好きなことを伝えるように心一つに頑張ります。 
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プール学院高等学校 フォークソング部 

出演日 11 月 19 日 第 2 部 

出演区分 邦楽 

出演バンド ∞ innfinity 

演奏曲 アイネクライネ (米津玄師) 

 

東大阪市立日新高等学校 軽音楽部 

こんにちは、プール学院フォークソング部です。 

 

私たちは 1 年生 8 人と顧問の先生方と楽しく活動しています。 

3 年生の先輩方が引退し、1 年生だけですが、 

毎日一生懸命に練習しています。 

 

先輩方は、軽音連盟のミックスバンド・コンテストや 

大阪城・天下統一などに出場しているので、 

私たちもそれらを目標にしています。 

 

また、ATC で開かれる Sing for the Future に参加し 

少しでも東日本大震災の復興に音楽を通して 

お手伝いできれば思っています。 

 

毎日の練習が厳しく辛い時もありますが、 

部員である仲間と共に、それを乗り越えて、 

この大会に出場することができました。 

精一杯、演奏しますので、最後まで、聴いて頂けると嬉しいです。 

出演日 11 月 19 日 第 2 部 

出演区分 洋楽 

出演バンド 日新合同チーム 

演奏曲 Russian Roulette (Red Velvet) 

 

 

日新高校は、生駒山の麓、東大阪市東部に位置し、 

最寄駅は近鉄奈良線の石切駅です。 

 

軽音楽部は、平成 11 年軽音楽愛好会としてスタートし、 

平成 17 年クラブに昇格しました。 

現在、2 年生 8 名、1 年生 18 名の計 26 名で活動しています。 

主な活動は、校内での、文化祭やクリスマスライブ、 

他校さんとの合同練習会や、 

地域の音楽祭やバンドコンテストなどに参加しています。 

 

音楽活動以外でも、地域のイベントの会場の飾り付けや、 

喫茶のボランティア、 

時には、地域の人たちとゲートボールをすることもあります。 

 

また、毎年、練習始めの日には、ぜんざいを作ったり、 

夏休みや冬休みには、たこ焼きパーティーで盛り上がったり、 

近所の生駒山にハイキングに行ったりもする楽しいクラブです。 
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大阪府立岸和田高等学校 軽音楽部 

出演日 11 月 19 日 第 2 部 

出演区分 邦楽 

出演バンド Bean Bump 

演奏曲 高嶺の花子さん (back number) 

 

樟蔭高等学校 フォークソングクラブ 

岸和田高校軽音楽部では、4 月にある新入生歓迎ライに始まり、 

６月の文化祭ライブ、10 月のハロウインライブ、 

12 月のクリスマスライブ、2 月のバレンタインライブなど 

年 5 回の校内ライブの他、他校との対バンに向けて毎日練習しています。 

 

また、普段のバンドごとの練習とは別に、 

2 年生と 1 年生をパートごとに分け、 

メンバーをミックスしてくじ引きで新しいバンドを作り、 

練習後発表するという活動もしています。 

この活動では、2 年生と 1 年生がバンドを通して 

より近くでコミュニケーションをとることができ、 

さらなる技術の向上につながります。 

 

大人数の部活動ですが、大きなもめごともなく、 

みんなで協力して楽しく活動しています。 

出演日 11 月 19 日 第 2 部 

出演区分 フォーク 

出演バンド コウモリ 

演奏曲 たばこ (コレサク) 

 

 

樟蔭フォークは 

1 年生から 3 年生まで約 50 人で毎日楽しく活動しています。 

 

部員同士とても仲が良いのですが、 

ケジメをつけるところはしっかりついています。 

 

今回は上級生から受け継いだ曲を演奏させて頂きます。 

宜しくお願い致します。 
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大阪府立布施高等学校 軽音楽部 

出演日 11 月 19 日 第 2 部 

出演区分 邦楽 

出演バンド Memorial 

演奏曲 Start (Mrs.GREEN APPLE) 

 

大阪府立西寝屋川高等学校 フォークソング部 

私たち布施高校軽音楽部は、 

総部員数 60 名を誇る、校内で２番目に大きいクラブです。 

 

定時制の影響で練習時間は少なく、音を出せる場所も少ないのですが、 

バンド練習の他にもミーティングや 

各パートによる個人練習をするなどして、 

日々技術の向上に向けて練習方法を工夫するなどして 

練習に励んでいます。 

 

また、週末を中心として、軽音楽連盟のイベントや他校との交流会、 

そして地域のイベントなどにも積極的に参加させていただいています。 

 

今回のウィンターフェスティバルは初出場ですが、 

私たちの明るく楽しく元気な演奏で会場全体を盛り上げたいと思います。 

学年の壁を越えた、この１、２年生の混合メンバーで、 

力を合わせて演奏します。 

出演日 11 月 19 日 第 2 部 

出演区分 ツインソロ 

出演バンド 西寝 10stars 

演奏曲 LIFE (YUI) 

 

 

 


