
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 『僕らは南に恋をする』のテーマを掲げ、第 58 回緑陽祭が 6 月 14 日・16 日・17 日と 3 日間の日程で無事大成

功のもと閉幕しました。今回の学年通信は、文化部門において各クラスの責任者を務めあげてくれた生徒の皆さん

から、学園祭の期間を通して直接インタビューに応えてくれた声をまとめてみました。是非ご覧ください。 
 

★☆★ クラス参加企画 ★☆★ 

１組 渡邉莉子 さん 松野愛瑠奈 さん     作品名 『 ふわふわ持続可能水族館 』 

もともと水族館をテーマにクラ参をやろうと思って

いて、どういう生き物をどう表現するか考えたとき、

ぬいぐるみを製作しようと思いつきました。布を利用

するのですが、買うよりも、もともとあり、捨ててしま

う素材を生かすのはどうかと思いつきました。そこ

で、水族館と言うテーマにリサイクルを取り入れ、持

続可能＝サステイナブルな意識で作ろうとスタート

しました。苦労したのは一つ一つ皆手縫いで制作し

たところがとても大変でした。見所はもちろん、メイ

ンのアザラシです。また、私たちのクラスは造形チ

ームでも製作した「ファーストペンギン」がクラス目

標になっているので、そこも見てもらいたいと思います。すべて違う布を使って作っています。是非注目し

てください。いっぱい愛でてください。軽くなでるくらいなら OKですよ。 
 

２組 山田雅彦 さん                   作品名 『 Back to the SHOWA 』 

個人的には内装のショーケースに飾るゼリーを作ったんですが、僕があまり手先が器用ではなかった

ので苦労しました。また、みんなで紙粘土を使ってオムライスやスパゲティーを再現したり、スライムを使

ったりしながら凄く上手にジュースやパフェを創作してくれ、ちゃんと内装の細かいところまで作ったところ

は見どころだと思います。苦労したのは壁づくりでし

た。段ボールを持ってくる時からサイズがバラバラ

で、かつ、真っ直ぐにならず、一旦それらを分解して

平らにしてから切って、貼って、その上に平らにする

ための紙を貼り、さらにその上に装飾のシールを貼

るようにしました。大半の部分は壁作りに時間が割か

れました。今回、昭和の喫茶店を選んだ理由は、1つ

は単純にクラス内に昭和好きの仲間がいたので、そ

のリクエストを生かしました。外観から制作すると、お

しゃれな雰囲気が醸し出せると思い喫茶店にしまし

た。頑張って作ったので見てくれたらうれしいです。 
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３組 中澤空美 さん 望月結菜 さん          作品名 『 どうぶつの森 』 

工夫を凝らしたのは、ゲームにある「どうぶつの森」のキャラクターを、クラスの人たちの顔や雰囲気に

寄せて加工し、一体一体手作りで立体感を出して成形し色付けしたところです。全部で 17体を制作しま

したが、動物の数が多くて、作り終わるのに大変

時間がかかりました。それぞれをクラス参加企画

の関係者のクラスメイトの顔に似せて作ってあり

ます。先生のキャラクターは作らなかったのです

が、先生の名前を駅にした津島駅に向かって、動

物たちを乗せた電車が行き来している雰囲気を

楽しく作り出せたと思います。見所は紙粘土で作

った動物たち一つ一つの表情や服装などを細かく

表現した所です。３組の明るく楽しい様子を再現し

ているので、「どうぶつの森」を好きな人は多いと

思うので、よく観察しながらどの動物が誰なのか、

見て楽しんでもらえたら最高です。 
 

４組 望月萌華 さん                 作品名 『 進撃の泰裕（やすひろ） 』 

 進撃の巨人をモチーフにした壁を

作りました。巨人の顔を清水先生に

して、いかにリアリティーを出すかを

工夫しました。壁や岩などの質感

や、顔や手の部分などを本物のよう

に見せられるよう、細かい部分まで

こだわって創作や色付けを頑張りま

した。特に、清水先生にぶち破られ

た壁が崩れた、ひび割れの部分を

作り上げるのに苦労しました。みん

なで協力して、担任のイメージを表

現できる一つの作品を作り上げるこ

とができてよかったです。 

 

５組 玉井航平 さん        作品名 『 ファンタティック 2-5 と三井先生の秘密 』 

工夫したところはホグワーツの中にハリーポッターを動かす細かい仕掛けを入れた事です。また、夕闇

に包まれていく薄暗い空を背景に、建物の屋根瓦や壁のブロック、窓枠の一つ一つに至るまで、その質

感にこだわり、岩場や水の流れなど、街のすべてを精密に再現できたところに満足しています。苦労した

点として、全体のサイズが大きいので、それぞれきめ細かく制作した作品を、立体的にバランスをとって組

みたてていくのにとても時間がかかった事です。見せ場は、やっぱりハリーポッターの壮大な世界観をそ

のまま表現できていることだと思うので、是非そこを見ていただきたいです。雰囲気づくりに映画で使われ

ている音楽も BGMで流しています。美しい魔法ワールドを再現しましたので是非楽しんでいってくださ

い。 



  ★文化部門の二日間 
  卓球場周辺に緑陽祭 

  キャラクターの・・・ 
  リョクスケ出没！ 

  記念撮影を取りたい 

生徒にはフォトスポッ 

トで一緒にポーズ！ 

と… 意外な人気を 

博していました。ここ 

ではスマホでの撮影がOKでしたので、友達やカップル 

で、意外な穴場スポットになっていた体育館１Fでした。 

みなさんも思い出の一枚をリョクスケと撮ったかな？ 

 

６組 小俣結子 さん 古屋咲希 さん 

       作品名 『 マリオ 』 

今回６組では「スーパーマリオワールド」を参考

にして、写真スポットを作りました。学園祭中に見

に来てくれるみんながここでポーズをとり、記念写

真を撮影して楽しめるようにと考えました。制作で

大変だったのは、背景の一部にある立体のブロッ

クの制作でした。土台のダンボールに違う素材で

作ったレンガ状の断片が全然くっつかなくて、みんなで支えながら接着剤とグルーガンで固めながら形を

つくりました。なので、見て欲しいのはこのブロックです。皆が楽しめるような場所になっていると思いま

す、制作に協力してくれたクラスの人たちに本当に感謝したいと思います。 
 

★☆★ 造形コンクール ★☆★ 

１組 橋下真季 さん 

 １組の造形テーマは 『 ファーストペンギン 』 です。フ

ァーストペンギンとは集団の中で 1番最初に仲間のため

に危険を犯して飛び込むペンギンと言う存在で、その勇

気を表現したくてつくりました。この「ファーストペンギン」

が今年の 1組の学級目標であり、それにちなんで制作を

決めました。作品の中では三頭のペンギンがいますが、

先頭で今まさに飛び込

もうとするペンギンの角

度やバランスをとり、土台に取りつけるのにとても苦労しました。また、ペ

ンギンの形をきれいになめらかに、リアルに近づけるように作るのが大

変でした。制作の途中、仲間同士で揉めかけた時があったのですが、最

後は協力して 1つの作品を作り上げることができたのでとても良かった

です。勇気を放つその瞬間を近くで見て、迫力を感じてください。 



２組 関戸想太 さん 金井桜子 さん 

黒電話をつくりました。クラステーマがバックトゥーザ昭和だったの

で、クラス企画で作った喫茶店と合わせ、『 黒電話 』 を作ろうと言

うアイディアが出て創作しました。黒電話の形には曲線が多いので

隙間ができやすくそこを継ぎ目がないように接着するのに工夫しまし

た。大変だったのはボンドを使って接着させるので、段ボール素材で

はうまく表現できないところを自分たちで考えなが

ら作ったのが大変でした。はじめはお互いあまり

話したことのない仲間同士でしたが、作業を通して

コミュニケーションがとれるようになり、ともに挑戦

できたことがとても楽しかったです。この造形メン

バーで良いものを作ることが出来よかったです。 

 

３組 川口渓心 さん 

造形では 『ミニオン』 をつくりました。理由は皆からの投

票で最も多かったからですが、縦 2 メートル横 1.8 メートル

で超巨大な作品だったので、バ

ランスを取るのに大変苦労しま

した。巨大な作品なのですが中

には骨組みがあるのですが空

洞の部分と試行錯誤しながら倒

れないように工夫しました。設計

図を事前に若葉が作ったものを

参考にしました。大きさと可愛らしいフォルムが見所です。完成までに時間が

ギリギリで終了数分前までずっとみんなで取り組んだので絆が深まりました。 

 

４組 中桐秀介 さん 

タイトルは 『T2 ファージ』 をつくりました。選

んだ理由はクラスに生物選択者が多く、幾何学

的な面白い形がみんなの興味を引くのではな

いかと思い選びました。苦労した点は正 20面

体の見た目を良くするのと、表面にボンドを薄く

塗ってテカリを出したり、また

足の形を細かく作るのが大

変でした。一番苦労したのは

最後に組み立てるときに細

い足が取れそうになったり、

折れそうになったりしたので、そこが大変でした。T2 ファージそのものと小さなファージ

⇐ 2体も付いているのでその細かいところも見てください。生物は楽しいで～～す。 



５組 山下花菜 さん 
 
制作したのは 『スーパー・リョクスケ』 です。学園祭のキ

ャラクターは本来体がぽっちゃりしているのですが、私たち

が作ったスーパー・リョクスケは、スマートで筋肉隆々な進

化形キャラクターです。作るのに工夫したのは体や腕の筋

肉を段ボールでどのように表現するかです。悩みましたが、

そこにこだわってつくりました。まず段ボールを水に漬けて

ふやかし、形を自由自在に作れるようにしてから丸めて接

着し、その上からクラフト紙を貼付

け、肌の質感を出していくのにとても

苦労しました。また髪の毛や薪や口

に咥えている枝、しっぽの葉っぱな

どの特徴はそのままに、こだわった

肉体の迫力ではどこにも負けないと

思うので注目して見て下さい。 

 

６組 土屋健太朗 さん 

テーマは昨年の映画で火がつ

いた『呪術廻戦』 と言う映画の折

本里香とういうキャラをつくりまし

た。力を入れた部分は顔で特に

横の筋肉や口の中などのアニメ

や漫画で描写されていない部分

までつくりました。見て欲しい部分

は、特に大きさと大きいにもかか

わらず細かいところまで作りこん

であるところです。また、腕の関

節を固定するのにかなり苦労をし

ました。みんなで一致団結、協力

し頑張って創りました。ご覧ください。 
 

★☆★ 南高生クイズ ★☆★ 

2組 朝川未唯 さん 武川千穂 さん 

準決勝敗退から敗者復活戦進出 

問題が難しかっただけではなく、外のチームが強かったと言うのが本音で

悔やまれます。決勝へ行きたかったです。とても緊張しましたが、押せた問題

もあり本当に実力不足だなと感じました。クラスで選ばれたのはクイズ研究会

に 2人とも入っているからです。私は会長をやっているんですが、勝てなくて

不甲斐なかった（朝川）。来年は作問側に回らなければならないので、今年の

最後のチャンスを活かし決勝へと突破できず、本当に悔しいです！ 



３組 向山愛美 さん  髙栁葵 さん 

準決勝敗退から敗者復活戦進出 

敗者復活戦は問題も難しくなり緊張した雰囲気でした。クイズ研究会メンバー

たちの熱もすごかったです。私たちはここまでよく来れたなと思います。準備段階

では特に対策はせず、何が出るかよくわからなかったですが、ここまで上がって

来れたので楽しかったです。勘と運だけで生きてます。クラスのみんなには今日

のクイズでは押し負けが多かったので勝てずに申し訳ありませんでした。ごめん

なさい。応援ありがとうございました。 
 

４組 保坂日登 さん 若林暖人 さん 

準決勝敗退から敗者復活戦進出 

保坂君はクイズ研究会で出場が決まっていたのですが、もう 1人の僕

（若林）はやることはなかったので 2人での出場を決めました。敗者復活戦

では、他のチームは誤答による✖もあったのですが、うちのクラスは正解が

出来て回答ミスがなかったのは良かったと思います。２組の朝川さんと同様

来年は作問に回るので、今回、決勝進出できずとても悔しいです。来年はと

にかく難しい問題を作りたいと思いますのでそちらで頑張りたいと思いま

す。僕はリベンジできたらまた来年も出て、そこでがんばりたいと思います。 

 
  

 

５組 齋藤立基 さん 田部健太郎 さん 

敗者復活戦から決勝進出 

最終的には決勝 4位でした。今回の大会では優勝を目指

していたので本当に悔しいです。去年 1年生の時クラスで

「来年は優勝してくる」と言った手前。敗者復活戦に行ったこ

とがまず不安でした。その後、決勝まで行けたけれど結果

が残せなかったのは不本意でした。敗者復活では 2着通過

でしたが、決勝での敗因は単純に早押しで負けてしまったと

ころでした。知識不足でしょうか、反応のところで負けてしま

って、他のチームに回答させてもらえなかったのが悔やまれ

ます。お互いにわかる問題だったものが取れなかったのが

残念でした。負けてしまいましたが、どこも大変強かったで

す。特に３－３は強かった。来年度への意気込みは絶対優

勝します。今年の 1－５を倒して絶対に優勝しますので来年

に期待してください。クラスの皆、応援ありがとうございまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 



★☆★ 担任似顔絵 ★☆★ 
 

１組 『半沢真慈 ～2年 1組への逆襲～』  

 

２組 『ふたりは ♡ つじまみ』          ３組 『SPY ✖ FAMILLY』 



４組 『羽ばたけ Yasuhiro！』              ５組 『秘密だらけの家族』 

 

 

   ６組 『筋肉と生徒を裏切らない』 


