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第４０回大阪府高等学校芸術文化祭[軽音楽部門] 

ウインターフェスティバル予選会 参加校 
 

11 月 16 日（土） 
 

 

第 1 部 

① 大阪府立布施高等学校 軽音楽部 

② 大阪府立桜塚高等学校 軽音楽部 

③ 大阪府立堺工科高等学校 軽音楽部 

④ 大阪市立大阪ビジネスフロンティア高等学校 軽音楽部 

⑤ 大阪府立成美高等学校 軽音楽部 

⑥ 大阪市立桜宮高等学校 音楽部 

⑦ 大阪府立西寝屋川高等学校 フォークソング部 

⑧ 大阪府立槻の木高等学校 軽音楽部 

⑨ 大阪府立和泉高等学校 軽音楽部 

⑩ 大阪府立金剛高等学校 軽音楽部 

 

 

 

 

 

 

第 2 部 

① 大阪府立今宮工科高等学校 軽音楽部 

② 大阪府立市岡高等学校 NMC 

③ 大阪府立岸和田高等学校 軽音楽部 

④ 大阪府立高石高等学校 フォークソング部 

⑤ 大阪府立金岡高等学校 軽音楽部 

⑥ 大阪市立咲くやこの花高等学校 軽音楽部 

⑦ 大阪府立柴島高等学校 軽音楽部 

⑧ 大阪府立八尾北高等学校 軽音楽部 

⑨ 大阪府立阿倍野高等学校 軽音エレキ部 

⑩ 大阪府立河南高等学校 軽音楽部 

11 月 17 日（日） 
 

 

第 1 部 

① 浪速高等学校 軽音楽部 

② 大阪府立佐野高等学校 軽音楽部 

③ 大阪府立花園高等学校 フォークソング部 

④ 大阪市立扇町総合高等学校 軽音楽部 

⑤ 大阪府立芦間高等学校 軽音楽部 

⑥ 上宮太子高等学校 軽音楽部 

⑦ 大阪府立泉陽高等学校 PMC 

⑧ 大阪府教育センター附属高等学校 軽音楽部 

⑨ 東大谷高等学校 軽音楽部 

⑩ 大阪府立今宮高等学校 軽音エレキ部 

⑪ 大阪夕陽丘学園高等学校 軽音楽部 

⑫ 大阪体育大学浪商高等学校 軽音楽部 

⑬ 樟蔭高等学校 軽音楽部 

 

 

 

第 2 部 

① 大阪府立枚岡樟風高等学校 軽音楽部 

② 英真学園高等学校 軽音楽部 

③ 大阪府立北摂つばさ高等学校 軽音楽部 

④ 大阪府立城東工科高等学校 総合音楽部 

⑤ 大阪府立平野高等学校 軽音楽部 

⑥ 大阪市立汎愛高等学校 音楽部 

⑦ 大阪信愛学院高等学校 軽音楽部 

⑧ 大阪府立阪南高等学校 軽音楽部 

⑨ 大阪府立堺東高等学校 軽音楽部 

⑩ 大阪市立住吉商業高等学校 フォークソング部 

⑪ 大阪府立八尾翠翔高等学校 軽音楽部 

⑫ 大阪府立伯太高等学校 軽音楽部 

⑬ 賢明学院高等学校 軽音楽部 

⑭ 大阪市立鶴見商業高等学校 軽音楽部 

⑮ プール学院高等学校 フォークソング部 

⑯ 大阪府立清水谷高等学校 ギター部 



  

大阪府立布施高等学校 軽音楽部 
私たちは 1 年生 21 人、2 年生 16 人の計 37 人で活動しています。 

主に他校さんとの交流ライブや文化祭、地域や校内でのイベント、 

大会などに向けて日々練習に励んでいます。 

 

先輩、後輩とても仲が良くいつも楽しく練習しています！ 

今回は邦楽をテーマに Superfly さんの Bi-Li-Li Emotion を 

2 年生 11 人で演奏します。 

苦労するところもたくさんあったのですが 

皆さんに最高の演奏をお届けできるように精一杯頑張ります！ 

大阪府立桜塚高等学校 軽音楽部 

大阪府立堺工科高等学校 軽音楽部 

現在 1、2 年生計 83 人で活動しています。 

桜塚高校は定時制があるため、 

平日は 5 時までしか音出しできません。 

1 時間半ほどしかない限られた時間を全く無駄にはできず、 

少しでも有意義な活動になるように工夫して練習を行っています。 

地元岡町・桜塚商店街の応援ソング「おかまち桜いろ」を 

7 年前に制作し、現在も商店街で流れています。 

また、地域イベントや老人施設にて慰問演奏を行うなど、 

地元密着型軽音楽部としても活動しています。 

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 13 年目を迎え、 

ＥＳＰや放送芸術学院等のライブに参加してきました。 

また、ＨＳＬin ハーベストでは 5 年連続幹事校を務めています。 

今年は貝塚市山手地区公民館で行われた 

フレッシュサウンドコンテストに出演し、 

ベストキーボディスト賞をいただきました。 

5 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。 

今年の部員数は 19 人で放課後、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。 



 

  
大阪市立大阪ビジネスフロンティア高等学校 軽音楽部 

大阪府立成美高等学校 軽音楽部 

大阪市立桜宮高等学校 音楽部 

大阪ビジネスフロンティア高校軽音楽部です。 

現在 1 年生と 2 年生合わせて総勢約 40 名と人数が多く、 

検定のための勉強もあるため、 

限られた時間の中でどのように練習すれば効率よくできるかを 

考えて練習しております。 

こんにちは！成美高校軽音楽部です。 

わたしたちは「応援されるクラブ」を目標に、 

毎週月～金曜日の放課後に視聴覚室で練習をしています。 

３年生が引退した今、２年生が中心となり、 

日々よりよいクラブを目指してがんばっています。 

 

芸文祭のために、やる気満々で努力してきました。 

わたしたちの演奏をどうぞ楽しんでください！ 

よろしくお願いします。 

桜宮高校音楽部です。 

現在、部員は 1 年生 9 人、２年生１２人の合計２１人で、 

週に６日活動しています。 

桜宮高校音楽部では、それぞれのパートごとに集まって 

「パート練習」を毎日欠かさず行っています。 

そこから、自然とコミュニケーションが生まれ、 

今では学年の壁を越えて仲が良く、 

技術面はもちろん人としても成長できる部活動になりました。 

 

代表バンドは、今までの練習の成果を発揮し、 

自分たちにしかできない演奏を表現します。 

よろしくお願いします。 



 

 

 

  

大阪府立西寝屋川高等学校 フォークソング部 

私たち西寝屋川高校フォークソング部は、 

1 年生 4 人、2 年生 12 人、計 16 人で活動しています。 

 

部活の特徴は、練習中に音楽に対する意見と笑い声が多い部活で、 

皆の仲が良いです。 

その理由は、全員が 1 年生の間に 3 パート以上の経験と、 

入部した時にギターテストと冬にはキーボードテストがあり、 

春には学年ごとにオリジナル曲の作成し、 

それらを皆で乗り越えることで絆が生まれるからです。 

 

たくさんの行事等に参加しながら、 

持ち前の明るさと団結力で日々成長しています。 

大阪府立槻の木高等学校 軽音楽部 

大阪府立和泉高等学校 軽音楽部 

こんにちは！槻の木高校軽音楽部です。 

私たちは 1 年生 21 名、2 年生 22 名、総勢 43 名で 

「みんなから愛されるクラブ」をモットーに日々活動しています。 

1、2 年生とも仲良く、毎日楽しく練習に励んでいます。 

 

今回演奏する「大人様ランチ」は 2 年生 7 名、1 年生 1 名の 

8 人バンドです。 

実は衣装がお子様ランチをモチーフにしたものになっています。 

どんな衣装なのかということにも注目して見ていただけたら 

嬉しいです。 

 

こんにちは。 

和泉高校軽音楽部です。 

私たちは「一流になる」をモットーに日々活動しています。 

部員数は 1 年・2 年で計 66 人と多めですが、 

学年の垣根を超えて仲良く、 

そしてお互いに刺激し合いながら練習しています。 

ライブでは、おふざけが過ぎることもありますが 

楽しませる工夫を凝らし、音楽の楽しさを感じています。 

 

その楽しさを芸文祭でも思いっきりぶつけたいと思います。 

よろしくお願いします。 



 

  
大阪府立金剛高等学校 軽音楽部 

大阪府立今宮工科高等学校 軽音楽部 

大阪府立市岡高等学校 NMC 

金剛高校軽音楽部です。 

現在、1 年生と２年生で４０人の部員で活動しています。 

部内ライブや地域のイベントへの参加など、活発に活動しています。 

礼儀と時間厳守をモットーとして、 

音楽を通じて様々な世代の方々と交流することを目指しています。 

 

今回は松任谷由実の「DESTINY」を演奏します。 

ユーミンのコンサートではエンディングの定番曲です。 

客席の皆さんも一緒に楽しんでください！ 

大阪府立今宮工科高等学校軽音楽部です。！ 

私達は現在、「最高のキモイ！は、最高にカッコイイ！」 

をモットーに 22 人の部員で活動しています。 

軽音連のイベントにはほぼすべて参加しています。 

今工ライブではいろんな高校さんと交流を深めています。 

ケーブルの自作は当たり前で、 

機材の修理もまずは自分達でトライします。 

 

芸文祭では「洋楽」にチャレンジすることにしました！ 

Dancing Imamiya’ｎが会場を沸かせます！ 

市岡高校 NMC です。 

現在 NMC は 2 年生 22 人 1 年生 32 人計 54 名で活動しています。 

私たちは「新音魅楽」というスローガンを掲げ、 

このような軽音連のライブのほかに学校で行っている 

部内ライブのため日々練習に励んでいます！ 

この写真は今年の文化祭の部内ライブで来てくださった方と 

部員で撮った写真です！！ 

こんな風に部員全員で楽しく仲良くメリハリを大切に 

頑張っています！ 

 

今回の芸文祭では女子 1 名男子 5 名の異色の 

男女比で会場を魅了したいと思います！ 



 

  大阪府立岸和田高等学校 軽音楽部 

大阪府立高石高等学校 フォークソング部 

大阪府立金岡高等学校 軽音楽部 

岸和田高校軽音楽部は 70 人で活動しています。 

部員は多く，普段は年に数回ある校内ライブや 

他校との対バンに向けて日々練習に励んでいます。 

特に現二年生は来年 6 月の文化祭で引退になるので 

文化祭に向けて頑張っています。 

 

バンド単位で練習できる時間は限られていますが 

今回 2 年ぶりの参加になり、 

軽音楽部の代表として出ることになったので、 

精一杯頑張ります。 

高石高校フォークソング部は、 

アコースティック楽器を含めた 

様々な楽器を使用するクラブです。 

最寄りの助松神社でのライブや、羽衣七夕祭りへの出演、 

高師浜駅百周年行事へ参加など 

「音楽で地元を元気に」を標語に活動しています。 

野外フェスや献血 PR ライブにも出演し、 

活動の幅を広げてきました。 

 

今回芸術文化祭には初参加となります。 

緊張もありますが、精一杯頑張ります。 

金岡高校系音楽部は 2 年生 26 人 1 年生 12 人で 

毎週火曜日から土曜日の間活動しています。 

 

挨拶、時間厳守と日々の練習を大切にすることをモットーに 

日々練習に励んでいます。 

 

今回、MY FIRST STORY×さゆりのレイメイを演奏します。 

 

感動しすぎて泣かないでください！ 

 

 



 

  大阪市立咲くやこの花高等学校 軽音楽部 

大阪府立柴島高等学校 軽音楽部 

大阪府立八尾北高等学校 軽音楽部 

こんにちは！ 

私たち、咲くやこの花高等学校軽音楽部は、 

2 年生 25 名、1 年生 40 名の合計 65 名で活動しています。 

優しい部長を中心に、多様な学科の個性豊かなメンバーが 

集まり、楽しく時に厳しく練習を重ねています。 

文化祭ではウッドデッキという野外でライブを行ったり、 

放課後には玄関前のホールでアコースティックライブを 

行ったりと、様々な環境を活かし、日々の成果を発揮しています。 

今回はそんな中から 2 年生 7 名が普段とは違う編成・選曲で 

出演します。 

精一杯、楽しんで演奏します。 

よろしくお願いします！ 

柴島高校軽音楽部です。 

1.2 年生約 70 名で楽しく活動しています。 

普段はコピー曲、オリジナル曲を中心に練習していて、 

沢山の大会にも出場させていただいています。 

大会の練習では、メンバー全員で協力して 

より良い演奏を届けられるように練習しています。 

 

今回も良い演奏が届けられるように頑張ります！ 

よろしくお願いします！ 

八尾北高校軽音楽部は、現在部員 41 名で 

月曜日から金曜日の週 5 日活動しています。 

年に 7 回の校内ライブ、年に数回の他校との合同ライブを行い、 

ミックスバンドコンテストや大阪府高等学校芸術文化祭などの 

校外ライブに参加しています。 

 

今回の演奏で、私達ができる最高の演奏をしますので、 

よろしくお願いします！ 



 

  

 

大阪府立阿倍野高等学校 軽音エレキ部 
阿倍野高校の軽音エレキ部は、現在 1 年 30 名、2 年 50 名、 

引退した先輩方までいれると全員で 100 名の部活です。 

 

私たちの部活のモットーは「考えて行動する」、 

「やるべきときにやる」、そして「ノリと勢い」。 

見ている人を巻き込みながらも、 

自分たちが１番楽しむことを忘れずに全力で頑張ります。 

大阪府立河南高等学校 軽音楽部 

浪速高等学校 軽音楽部 

富田林西口の駅を降りて、 

徒歩約１０分国道 170 号線の東側に学校があります。 

周囲は民家や田んぼがあります。 

北側の校舎の 3Ｆの視聴覚教室や普通教室で練習している 

クラブが軽音楽部です。 

放課後、休みの日は主に土曜日に練習を行っています。 

現在、3 年生が引退したので、部員数は 72 名です。 

校内では、月１回の部内発表会や定期的なライブに加えて、 

校外イベントや他校のライブなどに参加することを 

目標にしています。 

春と秋の年２回の地元博物館でのコンサートや、 

パープルホールでのアコースティックライブなどに 

力を入れて活動しています。 

まだまだ、未熟なところもありますが、 

今日は、ベストを尽くそうと思いますので、 

よろしくお願いいたします。 

こんにちは、浪速高校軽音楽部です。 

私たち軽音楽部のモットーは勉強と部活の両立、 

そして思いやりの心を持つことです。 

2014 年に連盟に加入して以来、様々なことに挑戦してきました。 

普段の練習は学内スタジオ、教室等を使って練習しています。 

浪速高校の２年生はこの時期には必ず修学旅行があり、 

芸文祭の参加は今年も１年のみになります。 

今回演奏する曲は QUEEN の Somebody to love です。 

４重合唱とリズムがかなり難しく 

何度もくじけそうになりましたが、何とか乗り越えてきました。 

４０年以上前の曲でなじみは薄いかもしれませんが、 

熱い気持ちをステージでぶつけます。よろしくお願いします。 



 

  

 

大阪府立佐野高等学校 軽音楽部 

大阪府立花園高等学校 フォークソング部 

大阪市立扇町総合高等学校 軽音楽部 

部室近くの通称「天空廊下」で撮影。 

 

佐野高校軽音楽部は音楽と友だちになりたい生徒が集まって、 

今度はその音楽を通じて友だちに。 

この光景はきっと 50 年近く変わっていません。 

 

今年の代表バンドも一所懸命演奏します。 

応援してください。 

こんにちは！花園高校フォークソング部です。 

僕らは今の部員数は 40 人ほどで、 

フォークソングという名前の部ですが、 

バンド活動を主としています。 

 

他校の様々なライブイベントに積極的に参加しています！ 

 

一生懸命演奏しますので、応援よろしくお願いします！ 

扇町総合高校軽音楽部は、 

2 年生 16 人、1 年生 14 人の計 30 人が 

「できることをする、できることを増やす」をモットーに 

連盟のイベントをはじめ地域のイベントや 

チャリティーイベントなどに参加しています。 

部内ライブも開催して他校さんとの交流も 

積極的に行いたいと思っていますので 

よろしくお願いします。 



 

  大阪府立芦間高等学校 軽音楽部 
こんにちは。大阪府立芦間高等学校軽音楽部です。 

芦間高校は谷町線の守口駅から 

徒歩 10 分のところにあります。 

春には校内の桜が本当に綺麗に咲くため、 

地元の人も来校可能な「花見の会」があります。 

 

さて、軽音楽部は１．２年生合計４０名で活動しており、 

本校最大人数の部活動です。 

平日は毎日視聴覚教室で活動しています。 

今年から軽音楽部連盟大阪に新規加盟し、 

芸文祭へ初めてチャレンジします。 

演奏曲は「若者のすべて／フジファブリック」です。 

今日の私たちにしか奏でられない「若者のすべて」 

聴いてください。 

上宮太子高等学校 軽音楽部 

大阪府立泉陽高等学校 PMC 

私たち上宮太子高校軽音楽部は 2 年生 10、1 年生 17、 

合計 27 人で全体練習を週に 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。 

年に６回の本校多目的教室でのライブ、 

毎月のアトリウム（集合写真の場所）での 

ランチタイムコンサート、他校ライブ、 

また専門学校や連盟主催のライブで経験を積んでいます。 

さて今回、Jeff Beck の Situation という独特のリズムの曲を 

自分たちのものにするのにとても時間がかかりました。 

練習の成果を十分に出せるよう一生懸命頑張ります。 

泉陽高校 PMC は、2 年生 10 名、1 年生 16 名の 

計 26 名で活動しています。 

「挨拶」「校内ボランティア」「創意工夫」「時間厳守」 

「目指せマルチプレイヤー」をモットーに 

日々練習を重ねています。 

今回演奏させていただくのは、 

Aimer(エメ)の Hz(ヘルツ)という曲です。 

パワフルな演奏と明るい曲調で、 

観ている人に希望を与えるような演奏ができるように 

頑張ります。 

Yes!! Yes!! Yes!! 



 

 

  
大阪府教育センター附属高等学校 軽音楽部 

東大谷高等学校 軽音楽部 

大阪府立今宮高等学校 軽音エレキ部 

本校軽音楽部には 1 年生 15 名、2 年生 5 名の 

計 20 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。 

今年は 2 年生が少ないですが、学年関係なく一体となって 

日々の活動に取組んでいます。 

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各自で振り返るようにしており、 

楽しみつつもお互いを高め合う工夫をしています。 

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です。 

こんにちは。東大谷高校軽音楽部です。 

東大谷はもともと女子校でしたが、２０１３年より共学化 

そして移転し、現在は堺市の泉ヶ丘にあります。 

校舎からは泉北ニュータウンに沈む夕日が 

とてもきれいに見えます。 

私たち軽音楽部は、２年生２１名・１年生４７名の 

総勢６８名で日々活動しています。 

今回はその中から２年生の９名で出演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。 

こんにちは！今宮高校軽音エレキ部です！ 

軽音エレキ部では、基本木曜日以外の平日にパート練習、 

休日にバンドでの機材練習を行っています。 

校風でもある、「磨け知性 輝け個性」の、 

輝け個性の部分が目立ったクラブで 

かなりキャラが強い生徒が揃っているにも関わらず 

全員とても仲が良くアットホームな部活で、 

とても賑やかでたのしいです！ 

出場バンドは 1 年生と 2 年生の混合バンドで、 

曲決めにはとても苦戦しました。 

全員とても緊張していますが、練習の成果を発揮し 

普段通りの演奏が出来るように頑張ります！！！！ 



 

  

 

大阪夕陽丘学園高等学校 軽音楽部 

大阪体育大学浪商高等学校 軽音楽部 

樟蔭高等学校 軽音楽部 

3 年生が引退して、 

1、2 年生で 43 名、男子 14 名、女子 29 名で活動しています。 

完全共学となって 2 年目となり、 

男子部員の数も少し増えました。 

 

藤井寺を目指して、一生懸命演奏しますので、 

応援宜しくお願いします。 

大阪体育大学浪商高校軽音学部です。 

 

3 年生 1 名、2 年生 4 名、1 年生 4 名で活動しています。 

部員同士は和気あいあいと仲が良く、 

様々な編成での演奏にチャレンジしています。 

 

今回は、「フレンズ」を演奏させていただきます。 

これから先、離れ離れになっても、 

お互いのことを忘れないでいてほしい。 

そんな思いを表現したいと思います。 

こんにちは。 

私たちのクラブは長年両立してきたフォークソング部と 

軽音楽部が統合し、今年度から新生の軽音楽部として 

活動しています。 

異文化交流のようなところもありますが、 

音楽を通じた交わりはそう高くない垣根を越える程だと 

頑張っています。 

これからもどうぞよろしくお願いします。 



 

  大阪府立枚岡樟風高等学校 軽音楽部 

英真学園高等学校 軽音楽部 

大阪府立北摂つばさ高等学校 軽音楽部 

枚岡樟風高校軽音楽部は全学年２８人で毎日活動しています。 

全バンドがオリジナル曲で活動しています。 

 

今年度、大阪城の全国高校軽音楽フェスティバル、 

東京の全国高校軽音楽コンテストの両方に 

３年生全員が出場することができました。 

 

高い演奏力、激しいパフォーマンスで 

こどもからお年寄りまで見ている方すべてに 

楽しんでもらえる演奏を心がけています。 

皆さんこんにちは！ 

英真学園高校軽音楽部です！ 

私たちは「挨拶励行・時間厳守・率先垂範」をモットーに、 

先輩後輩ともに仲良く日々活動しています。 

 

軽音連でできたつながりを大事にしながら、 

もっと活動の幅を広げていきたいです。 

よろしくお願いします！！ 

北摂つばさ高校軽音楽部は、 

普段はパートごとに分かれての基礎練習や 

バンド練習を中心に活動しています。 

季節ごとの校内ライブや他校との交流ライブ、 

地域のイベントや大会にも積極的に参加し、 

自分たちの演奏をより良いものにするために 

いつも励んでいます。 

 

演奏している自分たちはもちろん、 

観ている人を楽しませる演奏をお届けします! 



 

  
大阪府立城東工科高等学校 総合音楽部 

大阪府立平野高等学校 軽音楽部 

大阪市立汎愛高等学校 音楽部 

人数は少ないですが、 

他の高校に負けない元気さを持っています。 

部活の雰囲気は、とても部員同士が仲良く、 

毎年ハーベストの丘で開催されるライブでは 

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。 

冬休みには物置を掃除して、練習場所として 

使えるようにしました。 

これでエレキギターの爆音に負けずに 

アコースティックギターの練習ができます。 

部員は 

 1 年生は個性派ぞろい。 

 2 年生も個性派ぞろい。 

 3 年生こそ個性派ぞろい。 

部員みんなが個性を生かし、オリジナル曲に力を入れています。 

部員のフットワークはとても軽いので、 

いつでもどこでもライブに参加します。 

平野高校軽音楽部です。 

 

1、2、3 年生合わせて 21 人で 

「仲良く楽しく演奏する」をモットーに活動しています。 

 

みんなで頑張って練習した演奏はとてもいいものになるので、 

その演奏をみなさんに届けられるように日々努力です。 

 

今回出場するメンバーは全学年に渡っていて、 

いろいろな色がある演奏になるので 

どうぞ楽しんでいってください。 

おはようございます、汎愛高校音楽部、人呼んで HMC です！ 

今年は部員が少なくなってしまいましたが、 

楽しく活動しています♪ 

 

これからも楽しい音を届けます☆ 

LET'S PLAY HAN-AI MUSIC！！ 



 

  大阪信愛学院高等学校 軽音楽部 

大阪府立阪南高等学校 軽音楽部 

大阪府立堺東高等学校 軽音楽部 

私たちは 2 年生 3 名、1 年生 15 名で活動しています。 

全体練習は毎週火、木、土で課題曲を中心に練習しており、 

月、水、金はバンドごとに分かれて自由に曲を決めて 

楽しく練習に取り組んでいます。 

下校時間が決まっていて、放課後に補習などがあると 

ほとんど練習時間が取れなくなってしまうなどの悩みは 

ありますが、限られた時間の中で集中して 

効果的に練習できるよう、日々考えて努力しております。 

阪南高校は、大阪メトロ御堂筋線あびこ駅から 

徒歩８分のところにあります。 

軽音楽部は、現在 1 年生 26 人、2 年生 13 人の 

合計 39 人で活動しています。 

レギュラーバンドは 8 つ。 

その他に、アコースティック編成、昭和歌謡を演奏するバンド、 

コンテスト用のバンドなどの特別編成で構成されています。 

連盟のイベントに積極的に参加するとともに 

年３～4 回程度の部内ライブをゲスト校をお呼びして 

実施しています。 

いろんなところに出演させてください。 

よろしくお願いします。 

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高校です。 

軽音楽部は１年生１２名、２年生１６名、顧問の先生方が６名、 

コーチ１名の総勢３５名で元気に活動しています。 

普段はバンド練習やパート練習などを行っています。 

今回演奏する曲は、聞けばテンションが上がる 

ダンスミュージックです。 

ボーカル６人のハモリとダンスは必見です。 

是非楽しんで聞いてください！ 



 

  大阪市立住吉商業高等学校 フォークソング部 

大阪府立八尾翠翔高等学校 軽音楽部 

大阪府立伯太高等学校 軽音楽部 

こんにちは！住吉商業高等学校フォークソング部です。 

部員は 3 年生 3 名、2 年生 3 名、1 年生 4 名の 

合計 10 名で活動しています。 

地域での盆踊りやイベントでの演奏、 

老人ホームや介護施設での演奏などを中心に 

軽音連大阪主催のイベントや各種大会にも参加しています。 

もしよろしければ本校で行う交流会にぜひ参加して下さい。 

 

今回は大原櫻子さんの「大好き」を演奏させていただきます。 

精一杯演奏するのでみなさん楽しんで下さいね。 

こんにちは、八尾翠翔高校軽音楽部です。 

本校は、自然に囲まれた緑豊かな学校です。 

軽音楽部は、１年生１５名 ，２年生１７名 

（計３２名）で活動しています。 

年に５回実施している校内ライブに加えて、 

昼休みに中庭でランチライブや、吹奏楽部との 

コラボ演奏なども行っています。 

今年の春には、他校の書道部とコラボをし、 

ショッピングモールで演奏しました。 

校内でも校外でも、活発に活動しています。 

また、卒業生との関係も大事にしています。 

今回は｢Preserved Roses / T.M.Revolution × 水樹奈々｣ 

を演奏します。聞いてくださる方々と 

一緒に盛り上がれるような演奏を届けます。 

よろしくお願いします。 

軽音楽部では今年度新たに 18 名の一年生が入部し、 

総勢 41 名で週５日、視聴覚室にてパート別の練習や 

バンド練習等を行っています。 

日々の練習の成果は、定期的な校内ライブや文化祭、 

他校との合同ライブ等で発表します。 

６月９日に行われた「第２３回 泉州地区高校対抗 

フレッシュサウンドコンテスト」では、 

今回も出場させていただく Reinette（レネット） 

というバンドがベストボーカリスト賞と、 

観客の投票で決まるオーディエンス賞を受賞しました。 

今後も精力的に活動し、 

様々な場で発表させていただけるよう、 

顧問・部員一同頑張ります！ 



 

  賢明学院高等学校 軽音楽部 

大阪市立鶴見商業高等学校 軽音楽部 

プール学院高等学校 フォークソング部 

賢明学院軽音楽部では、自分のパートに責任を持ち、 

主体的に技術の向上や成長を目指すことを 

モットーとしています。 

 

また、音楽を通じてチームワークも育み、 

意欲をもって毎日活動しています。 

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バンド演奏を中心に 

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、 

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主催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。 

プール学院高校フォークソング部です。 

現在、部員は 1 年生 10 人、2 年生 8 人の 

計 18 人で活動しています。 

 

今回の芸文祭ウィンターフェスだけでなく 

いろいろなイヴェントに参加し、 

来年 6 月の大阪城天下統一につながるよう 

練習に励んでいます。 



 

 大阪府立清水谷高等学校 ギター部 
清水谷高校ギター部は、1 年生 22 名、 

2 年生 20 名の計 42 名で活動しています。 

平日は 18 時まで、土曜日は 9 時から 16 時までの 

週 6 日練習に励んでいます。 

それぞれが挨拶や礼儀、時間厳守といった当たり前のことを 

当たり前にすることを心がけています。 

また学年を越えて仲が良く、 

アドバイスや意見を出し合ったりして、 

お互いを高めあっています。 

 

今日は、聞いてくださる方が思わず踊り出したくなるような、 

そんな演奏をお届けします。 

よろしくお願いします！ 


