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 11月20日 

第1部 

①大阪府立高石高等学校 フォークソング部 

②大阪府立八尾翠翔高等学校 軽音楽部 

③大阪府立八尾北高等学校 軽音楽部 

④大阪府立成美高等学校 軽音楽部 

⑤大阪府立佐野高等学校 軽音楽部 

⑥大阪府立泉陽高等学校 PMC 

⑦大阪市立大阪ビジネスフロンティア高等学校 軽音楽部 

⑧大阪府立今宮工科高等学校 軽音楽部 

⑨大阪府立東淀川高等学校 軽音楽部 

⑩大阪府立桜塚高等学校 軽音楽部 

⑪大阪府立夕陽丘高等学校 YMW部 

 

第2部 

①大阪市立扇町総合高等学校 軽音楽部 

②大阪府立布施高等学校 軽音楽部 

③大阪府立今宮高等学校 軽音エレキ部 

④大阪市立東高等学校 フォークソング部 

⑤大阪府立清水谷高等学校 ギター部 

⑥大阪府立堺工科高等学校 軽音楽部 

⑦大阪国際大和田高等学校 フォークソング部 

⑧東大阪市立日新高等学校 軽音楽部 

⑨大阪府立岸和田高等学校 軽音楽部 

⑩大阪府立阪南高等学校 軽音楽部 

⑪大阪府立河南高等学校 軽音楽部 

 11月21日 

第1部 

①大阪府立堺東高等学校 軽音楽部 

②英真学園高等学校 軽音楽部 

③大阪市立汎愛高等学校 音楽部 

④大阪市立鶴見商業高等学校 軽音楽部 

⑤プール学院高等学校 フォークソング部 

⑥大阪府立枚岡樟風高等学校 軽音楽部 

⑦大阪府立金剛高等学校 軽音楽部 

⑧大阪府立柴島高等学校 軽音楽部 

⑨賢明学院高等学校 軽音楽部 

⑩大阪府立西寝屋川高等学校 フォークソング部 

⑪大阪府立阿倍野高等学校 軽音エレキ部 

第2部 

①大阪市立桜宮高等学校 音楽部 

②大阪府立芥川高等学校 軽音ロック部 

③大阪府立和泉高等学校 軽音楽部 

④大阪府立芦間高等学校 軽音楽部 

⑤大阪府立槻の木高等学校 軽音楽部 

⑥上宮太子高等学校 軽音楽部 

⑦浪速高等学校 軽音楽部 

⑧大阪府立山田高等学校 軽音楽部 

⑨樟蔭高等学校 軽音楽部 

⑩大阪市立高等学校 軽音楽同好会 

⑪大阪府立金岡高等学校 軽音楽部 

 WEB審査 

常翔啓光学園高等学校 軽音楽部 

大阪市立住吉商業高等学校 フォークソング部 

    第42回大阪府高等学校芸術文化祭 軽音楽部門 ウィンターフェスティバル予選会 



20日1部 

 

 

 大阪府立高石高等学校 フォークソング部 

高石高校フォークソング部です。  

私たちは2年生11名、1年生16名の計27名で活動しています。フォークソング部という名前ですが普段は軽音メインに活動し

ています。イベントによってはアコースティックで活動することもあります。 

今回は2年生全員なのでアコースティックの楽器を使って演奏します。入部したての時は部員全員が初心者でしたが今では軽

音でバンド活動もできるようになりました。コロナ禍で部活動ができない期間も続き、またイベントや大会などの機会も少な

くなりはしましたが、今回この芸術文化祭に出場できることをとても嬉しく思っています。短い練習期間でしたが精一杯頑

張ったので全力を尽くして楽しんで演奏したいと思います。 

演奏曲 さよならの今日に（あいみょん） 
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                 第42回大阪府高等学校芸術文化祭 軽音楽部門 ウィンターフェスティバル予選会     

 大阪府立八尾翠翔高等学校 軽音楽部 

私たち八尾翠翔高校軽音部は１年生２０人、２年生３０人の計５０人と本校最多部員数のクラブでありながらも、先輩後輩み

んなが仲良く活動しています。 

部員のほとんどが初心者であるため、各パートごとにパートリーダーを配置するなどして個々のスキルアップに努め、さらに

定期的にOBOGに来ていただきバンドクリニックなどを行いバンドとしてのレベルアップにも力を入れています。 

今回、バンドメンバー全員で演奏面やパフォーマンスについてたくさん話し合いながら、最高の演奏になるように練習に励ん

できました。バンドメンバーはもちろん、見ている人にも楽しんでもらえるような最高のパフォーマンスにしていきます！ 

演奏曲 群青（YOASOBI） 
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20日1部 

 

 

 大阪府立八尾北高等学校 軽音楽部 

こんにちは、八尾北高校軽音楽部です。現在この部活動は、1年生9人、2年生16人、3年生8人の合計29人で、毎日楽しく和気あ

いあいと活動しています。この学校は総合学科ということもあって、みんなそれぞれ個性が強く、ライブでもその個性を発揮し

ています。ギター、ベース、ドラム、キーボード、ボーカル。それぞれ興味のある楽器にたくさん触れてもらって自分のパート

を決めます。コロナ禍で今は厳しいですが、ライブもたくさんあります。春には新入生歓迎ライブ、夏にはサマーライブ、秋に

は文化祭ライブ、冬にはクリスマスライブなどなど。今回のライブに出演するメンバーもそれぞれ個性溢れる人たちで、八尾北

高校らしさを出せるように精一杯頑張りたいと思います。 

演奏曲 君の知らない物語（supercell） 
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    第42回大阪府高等学校芸術文化祭 軽音楽部門 ウィンターフェスティバル予選会 

 大阪府立成美高等学校 軽音楽部 

こんにちは、成美高校軽音楽部です！視聴覚室で毎日一生懸命練習しています。ライブの機会が減ったので寂しいですが、また

楽しく交流できる日を待ちながら日々練習に励んでいます。３年生が引退したばかりで、２年生が試行錯誤しながら「みんなに

応援されるクラブ」を目指して努力しています。１年生が３人しかいないので、今回の芸文祭予選で結果を残して勧誘に繋げた

いと思っています。出演者３人全員が全力で頑張ります！応援よろしくお願いします！ 

演奏曲 Smells Like Teen Spirit （Nirvana） 
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20日1部 

 

 

 大阪府立佐野高等学校 軽音楽部 

佐野高校軽音楽部です。今年創部50年を迎え、昨年度からさまざまなライブを企画していましたが、感染症拡大のため活動が

大きく制限されてきました。ですが、少しずつさまざまなイベントに参加させていただくことで、春の卒業生から現2年生ま

で、3学年にわたるほぼすべてのバンドがこうしてステージに立つことができました。このような機会を与えていただいて感

謝しています。当日は5人の代表がこの間の部員の想いを届けます。 

演奏曲 大不正解（back number ） 
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 大阪府立泉陽高等学校 PMC 

泉陽高校ポピュラーミュージッククラブです！私たちPMCは、2年生34人、1年生22人の56人で活動しています。「挨拶」

「校内ボランティア」「創意工夫」「時間厳守」「目指せマルチプレー ヤー」の5つをモットーに、個性豊かな部員たちと毎

日楽しく音楽をしています。 私たちが今回演奏するのは、アヴリル・ラヴィーンの「smile」という曲です。少し素直じゃな

い女の子の恋の歌、ロックな雰囲気に隠された女の子の想いにも注目です。曲を盛り上げるコーラスと私たちで刻むビートを

皆さんも一緒に楽しんでください！ 

演奏曲 Smile （Avril Lavigne ） 
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20日1部 

 

 

大阪市立大阪ビジネスフロンティア高校軽音楽部です。とっても長い高校名なので、私たちは「ＯＢＦ」と呼んでいます。「グ

ローバルビジネス科」という日本で唯一の科で全員が勉強しています。英語とビジネスの勉強にとっても力を入れていて、１年

生から英語と簿記と、そして情報処理の検定をがんがん受験します。検定資格は大学の推薦入試や就職に有利なのですが、部活

動との両立は大変です。昨年から、積極的にイベントや大会、そして他校との交流ライブに参加しています。オリジナル曲制作

にも挑戦してますが、今は「みんなが元気になれる曲」のカバーを中心に取り組んでいます。 

演奏曲 みんな空の下（絢香） 
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    第42回大阪府高等学校芸術文化祭 軽音楽部門 ウィンターフェスティバル予選会 

 大阪府立今宮工科高等学校 軽音楽部 

みなさんこんにちは！ 

「最高のキモい～！は、最高のカッコいい！！」の今宮工科高校軽音楽部です。 

1年7人、2年1人、3年4人の計12人で活動しています。現在はコロナの影響でライブやイベントに制限があり、学校での練習と毎

週土曜日にあるミーティングが主な活動です。年8回ほど開催していた定例の今工“いてまえ”ライブ、今年は一度も開かれること

がなく、他校のクラブの方々とも交流する機会を失っています。芸文祭を皮切りに軽音楽部連盟主催の大会などに参加させてい

ただこうと思い、部員全員日々の練習に励んでいます！ 

今回の芸文祭ではサカナクションの「モス」を演奏させていただきます！1度聞いたら耳から離れないイントロのフレーズや

コーラスの怪しいメロディなど聴きどころ満載の曲です！！ 

演奏曲 モス (サカナクション ） 
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 大阪市立大阪ビジネスフロンティア高等学校 軽音楽部 



20日1部 

 

 

 大阪府立東淀川高等学校 軽音楽部 

こんにちは！大阪府立東淀川高校軽音楽部です！ 

私達は2年生25人、1年生22人の計47人で月曜日から土曜日まで楽しく自由に活動しています。普段の活動では１年生は課題

曲を、2年生はバンド毎に自分たちでやりたい曲を決めて日々練習に励んでいます。 

やるときはやる！楽しむときは楽しむ！メリハリのあるにぎやかな部活です！ 

そんな私達東淀川高校は、今回SCANDALの「少女Ｓ」という曲を1年生3人、2年生2人の5人で演奏させていただきます。

日々の練習の成果を発揮し、必ず見ている方々に楽しんでいただけるような演奏にします！！！ 

よろしくお願いいたします。 

演奏曲 少女S（SCANDAL） 
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 大阪府立桜塚高等学校 軽音楽部 

私たち桜塚高校軽音楽部は現在1年2年合計66人で活動しています。桜塚高校には定時制があるので、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。9年前の先輩方が作られた地元の岡町・桜塚商店街

の応援ソング「おかまち桜いろ」を代々歌い継いでいます。また、2025年の大阪・関西万博の誘致決定前に誘致活動応援ソ

ングを制作し、現在は万博PRソングとして歌い継いでいます。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。 

演奏曲 罪と罰（椎名 林檎 ） 
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20日1部 

 

 

 大阪府立夕陽丘高等学校 YMW部 

こんにちは、夕陽丘高校YMW部です！ 

 私たちYMW部は、1年生15人2年生14人の合計29人で各学年3バンドずつ、イベント時に行うライブに向けて活動しています！ 

 今回は2年生より4名でこの大会に挑みます。 

コロナウイルスによる休校から始まった学年。最初はどうなることかと思っていた学校生活も中間地点を過ぎました。何度も休

校や部活動停止を味わってきたから、みんなで音楽が出来ることの尊さを誰よりも知っています。辛いことも楽しいことも共に

乗り越えてきた私たちだからこそ出せる音を皆様にお届けします！ 

演奏曲 イト（クリープハイプ ） 
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20日2部 

 

 

 大阪市立扇町総合高等学校 軽音楽部 

こんにちは、扇町総合高校軽音楽部です。扇町総合高校は、来年度の新校設立を控え、1、2年生は2クラスずつになっていま

す。軽音楽部も3年生が引退して部員数が10名と少なくなりましたが、一生懸命練習しています。部活動の規制が少なくなっ

てきましたので、どんどん出演したいと思います。よろしくお願いします！ 

演奏曲 Happiness（嵐 ） 
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 大阪府立布施高等学校 軽音楽部 

大阪府立布施軽音楽部です。私達は、2年生22名、1年生26名で楽しく活動しています。普段の活動は、他校との交流会、校

内での演奏会に向けて放課後に練習を重ねています。普段のバンド人数は3人から6人ほどですが、今回のウィンターフェス

ティバルでは、普段のバンド人数より人数を多くし、12人という大人数で挑みます。いつもより音数が多い分、合わせること

に苦戦しましたが沢山の練習を重ね、今できる最大限の力を発揮することができていると思います。全員楽しんで演奏し、今

ある全力を出し切って頑張ります。 

演奏曲 フライングゲット（AKB48 ） 
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20日2部 

 

 

 大阪府立今宮高等学校 軽音エレキ部 

こんにちは。こんにちは！今宮高校軽音エレキ部です。 

私たちは、1年生17人、2年生19人の36人で平日を中心に活動しています。 

文化祭ライブや軽音フォーク部とのコラボライブなど、年に5、6回校内ライブを行なっています。土日やライブが近い日は機材

を使ったりスタジオに入って練習しています。 

今回はsumikaさんの「ソーダ」を2年生5人で演奏させていただきます。 

練習期間があまり取れず不安なこともありましたが、この芸文祭出場のために一生懸命練習して仕上げました。自分達が初めて

出場する大会なので緊張しますが練習の成果を発揮できるように精一杯頑張りたいと思います！ 

演奏曲 ソーダ（sumika） 
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    第42回大阪府高等学校芸術文化祭 軽音楽部門 ウィンターフェスティバル予選会 

 大阪市立東高等学校 フォークソング部 

大阪市立東高校フォークソング部です。 

現在は、2年生23人、1年生28人の51人で活動しています。 

普段は、校内でのライブを中心として活動していますが、去年に軽音連大阪に加盟したことで、校外での活動も、積極的に参加

しています。 

まだ創部してからそれほど経っていませんが、音楽を楽しむ力は、どこにも負けていないと自信を持っています！ 

今回演奏するのは、back numberさんの高嶺の花子さんです。 

なかなかみんなの予定が合わず練習がとても大変でしたが、自分たちの納得のいく形になったと思います。 

ツインボーカルのサビでのハモリが見どころなので、ぜひ注目して聴いてください！！ 

演奏曲 高嶺の花子さん（back number） 
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20日2部 

 

 

 大阪府立清水谷高等学校 ギター部 

皆さんこんにちは、清水谷高校ギター部です。 

私たちは現在1年生24人、2年生30人の計54人で活動しています。 

平日は授業が終わってから18時まで、土曜日は9時から16時までで週6日活動しています。 

私たちギター部は、「今」出来ることを考え、全力で、楽しみながら毎日の練習に励んでいます。 

また、みんな仲が良く、アドバイスや意見を出し合ってお互いを高めあっています。 

コロナ禍で舞台に立つことが少なくなった今、「当たり前」に感謝し、聞いている人が思わずノッてしまうような、そんな清

水谷らしいパワフルな演奏をお届けしたいと思います。 

よろしくお願いします。 

演奏曲 FIRE GROUND（Official髭男dism ） 
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 大阪府立堺工科高等学校 軽音楽部 

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、15年目を迎え、各専門学

校のライブに参加してきました。今年は堺工科高校、軽音楽部初のJ:COMの高校軽音フェスティバル2021に出演することが

できました。 

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、今年の部員数は20人で週5日練習しています。新型コロナウイル

スの影響で、ライブ活動ができないことが多いですが、文化祭や部内発表を目標に1、2，3年生日々仲良く活動しています。 

演奏曲 タッチ（岩崎良美） 
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20日2部 

 

 

 大阪国際大和田高等学校 フォークソング部 

こんにちは！大阪国際大和田高校フォークソング部です！私たちは1年生20名、2年生25名で活動しています。普段は勉強との両

立のため少ない練習時間ですが、文化祭・クリスマス・春の引退の時期に行う年3回の校内ライブに向けて楽しく練習していま

す。また、全国大会出場を目標にオーディションをすることもあり、先輩後輩関係なく切磋琢磨で頑張っています。 

来年からは学校が新しくなるので「大和田フォークソング部」として芸文祭に出られるのも今年で最後になります。大和田らし

さが十分に発揮できるように練習も本番も常に全力で頑張りますのでよろしくお願いします！ 

演奏曲 CHAIN （ASCA ） 
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 東大阪市立日新高等学校 軽音楽部 

富田林日新高校 軽音楽部は、平成11年に軽音楽愛好会としてスタートし、平成17年にクラブに昇格しました。現在、2年生11

名1年生11名の計22名で活動してします。主な活動は、校内での文化祭やクリスマスライブ、他校さんとの合同ライブや地域の

音楽祭など、いろいろなところで演奏させていただいています。コロナ禍以前は、クラブのみんなでカレーを作ったり、ぜんざ

いを作ったり、たこ焼きパーティーをしたり、近所の生駒山にハイキングに行ったりしていましたが、1日でも早く以前のよう

に活動できる日が来ることを願っています。 

演奏曲 FREEDOM （BAND-MAID ） 
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20日2部 

 

 

 大阪府立岸和田高等学校 軽音楽部 

私たち岸和田高校軽音楽部は、1年生31人の7バンド、2年生40人の8バンドで活動しています。主な活動内容は、校内ライブ

や文化祭ライブ、そして他校との対バンです。各定期テスト後にミーティングを行い、練習日程を編成します。ほとんどが初

心者スタートですが、最近では技術向上を図るために、各楽器パートで集まり、2年生が1年生にアドバイスする機会を設けて

います。 

近年は新型コロナウィルスの影響で練習日が少なくなり、また多くのイベントが中止になり悔しい思いをしていました。よう

やく部活動規制が緩和されてきたので、今後はいっそう練習に励み、校内ライブや対バンだけでなく、軽音連のイベントにも

積極的に参加したいと考えています。 

演奏曲 青と夏（Mrs. GREEN APPLE ） 
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 大阪府立阪南高等学校 軽音楽部 

阪南高校は、大坂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。2年生24人、1年生21人の合計45人で活動してい

ます。レギュラーバンドは9バンド、年4回程度はゲストをお招きして部内ライブを開催してきました。（今年度はコロナのこ

ともあり実施できておりません）他には連盟のライブ中心に活動しています。週3回の全員集合の練習日、2回の自由練習日と

いう設定で、最大6カ所、電子ドラムなどを使用して練習できる環境です。ぜひ、部内ライブにお越しください。また、校外

でのライブに参加させてください。 

演奏曲 ロックバルーンは99 （NENA） 
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 大阪府立河南高等学校 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、部員数は約70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。まだまだ、未熟なところもありますが、今日は、スイングのリズムを取り入れ

た演奏で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。 

演奏曲 青春フォトグラフ（Little Glee Monster） 
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 大阪府立堺東高等学校 軽音楽部 

堺東高等学校軽音楽部です。私たちは学校が終わった後の放課後、土曜日の午前中に練習しています。 

現在10バンドが活動しており、それぞれバンド練習に励んでいます。他にも、他校さんとの合同ライブや、地域の合同イベン

トにも参加しています。 

しかし、近年コロナウイルスの影響で活動に制限がかかっていますが、その中で自分たちができることを模索しています。例

えば、お昼休みの校内ライブや部活内での演奏発表などを感染対策を取った上で行っています。 

これからもコロナがどう影響してくるかはわからないですが、部員一同頑張っていきます。 

演奏曲 サラバ、愛しき悲しみたちよ（ももいろクローバーZ） 
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 英真学園高等学校 軽音楽部 

皆さんこんにちは、英真学園高校軽音楽部です！ 

英真学園は阪急全線が集う地・十三にあります。利便性はとても高くて良いのですが、繁華街として栄えているところなので

飲食店が多く、特に部活動を終えて腹ペコの帰り道で漂ってくる焼き肉のニオイは耐え難いものがあります…。しかしそんな

誘惑にも負けず、ひたすら練習をして芸文祭に臨みます！今回はトリオでのエントリーなので音の多彩さはありませんが、３

人のハーモニーをお楽しみください！ 

演奏曲 さよならアイデンティティ （yonige） 
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 大阪市立汎愛高等学校 音楽部 

こんにちは。汎愛高校音楽部です。私たちは2年生11人、1年生11人の計22人で活動しています。 

このような御時世で限られてくるものが多い中、ステージに立つという機会を儲けて頂き、有り難く思います。 

代替わりをしてから短い期間ではありましたが、それぞれの個性があふれるメンバー、その個性を残し、生かしながら一つの曲

に対して一人一人がいろんな角度から向き合い、練習をしてきました。 

2年生7人、1年生5人の12人で編成されたこのバンドは人数が多く、学年の違いから難しいこともたくさんありました。ただ、と

にかく楽しみ、全員で悔いなく一曲を仕上げることに力を入れて日々を過ごしてきました。気付かされること、学ぶこと、この

メンバーだから、そしてこの部活だから得られるものがたくさんあって、本当に音楽が好きな集団です。 

聞いて、見て、楽しんで頂けると幸いです。Let's play Han-ai Music！伝わる音楽を！！ 

演奏曲 Speaking（Mrs. GREEN APPLE） 
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 大阪市立鶴見商業高等学校 軽音楽部 

鶴見商業高校軽音楽部です。コロナ禍の中、練習できない期間が多かったですが、徐々に練習できるようになってきて嬉しく

思っています。こういった状況なので、感染対策をしながら練習に励んでいます。一生懸命演奏するので応援してください！感

染者数が減ってきて油断はできませんが、大会やイベントも復活してきているので、前みたいにたくさん参加して軽音楽を楽し

みたいです！大会を開催していただき本当にありがとうございます！ 

演奏曲 罪と罰（椎名林檎） 
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 プール学院高等学校 フォークソング部 

  

演奏曲 少女S（SCANDAL） 
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 大阪府立枚岡樟風高等学校 軽音楽部 

コロナ禍でも、音楽に青春に賭けて、日々邁進する枚岡樟風高校軽音楽部です。普段はオリジナル曲で活動していますが、ウ

インターフェスティバルでは超有名曲「残酷な天使のテーゼ」にチャレンジしました。こんな状況でもクラブが続けられたこ

とに感謝して演奏します！ 

演奏曲 残酷な天使のテーゼ（高橋洋子） 
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 大阪府立金剛高等学校 軽音楽部 

1年生20名（4バンド）、2年生16名（4バンド）で活動しています。コロナ禍の影響で9月の校内文化祭には不参加となりました

が、その悔しさを芸文祭で晴らしたいと思います。 

金剛高校軽音楽部は毎年、演奏だけでなくダンスも取り入れたステージで大阪府芸文祭に取り組んでいます。今回は、TINA 

TURNERのPROUD MARYを演奏します。プラウドメアリーは1970年代の古き良き時代の名曲で、アメリカ南部のミシシッピー

河を運行する蒸気船のことを歌っています。アメリカでは誰でも知っている有名な曲です。R&Bのグルーヴ感を表現することは

難しいですが、楽しんでいただけるよう精一杯頑張ってきました。よろしくお願いします。 

演奏曲 Proud Mary （Tina Turner） 
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 大阪府立柴島高等学校 軽音楽部 

おはようございます!柴島高校軽音楽部です!私たちは現在、1年生31人、2年生23人の計54人で活動しています!柴島高校軽 音楽

部では平日は毎日パート練習とバンド練習を行い、休日もバンド練習出来るようにしています。パート練習では基礎練習は もち

ろん、技術向上のために批評会なんかもあったりします。バンド練習では決められた時間、場所で練習をします。コピー曲 の練

習、オリジナル曲のセッション、パフォーマンスの打ち合わせなど時間の使い方は多種多様です!ですがこのコロナ禍で校 内ラ

イブが思うようにできないため、校外で演奏できる機会を掴むために会場審査やWeb審査にも力を入れて挑戦していきま す!こ

れから先何が起こるかわからないですが、自慢の柴島スタイルでどんな状況も乗り越えていきます！ 

演奏曲 Livin' On A Prayer （Bon Jovi） 
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 賢明学院高等学校 軽音楽部 

賢明学院の軽音楽部は、現在、3年生が引退してしまい、高校2年生、1年生合わせて、11人という少ない人数で活動していま

す。しかし、その分、部員同士は学年を越えて皆仲が良く、楽しい雰囲気です。 

また、今年度は、長年希望していた軽音楽部専用の新しい演奏練習室も整備され、皆やる気でいっぱいです。賢明軽音楽部の

モットーである「音楽を愛し、お互いを尊重し、友情を深め、和の精神をはぐくむ」を大事に、日々の活動に励んでいます。 

演奏曲 Cry Baby （Official髭男dism ） 
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 大阪府立西寝屋川高等学校 フォークソング部 

皆さん、こんにちは！西寝屋川高校のフォークソング部です！私たちは、現在2年生4人、1年生6人の合計10人で活動してい

ます。10人という少ない人数ではありますが、日々校内ライブやイベント、そして夏の大きな大会に向けて活動しています。

コロナウイルスの影響で、活動時間が短くなったり、イベントも少なくなったりしましたが、今回ウィンターフェスティバル

の予選大会に出演させてもらうことになり、一生懸命練習に励んできました。そんな私たちが今回演奏させてもらう曲は、

back numberの「ヒロイン」という曲です。楽曲理解をした上で、歌詞に合わせた振り付けを考えたり、表情に変化をつけた

りできるように練習しました。本番では皆で明るく、楽しく、元気に演奏したいと思います。よろしくお願いします！ 

演奏曲 ヒロイン（back number） 
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 大阪府立阿倍野高等学校 軽音エレキ部 

皆さんこんにちは！阿倍野高校軽音エレキ部です。 

阿倍野高校は来年で100周年を迎える伝統ある公立高校です。 

私たち軽音楽部は9月で3年生が引退して新体制となり、1、2年生40名で日々練習に励んでいます。今回は1、2年生合同バンド

で演奏させていただきます。演奏する曲は3年生が引退ライブの時に演奏していたMrs. Green Appleの「インフェルノ」です。

コロナでこのような舞台に出る機会を失った3年生の気持ちも背負って精一杯演奏するのでよろしくお願いします！ 

演奏曲 インフェルノ （Mrs. GREEN APPLE） 
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 大阪市立桜宮高等学校 音楽部 

皆さんこんにちは、桜宮高校音楽部です！ 

私たちは現在1年生16人、2年生10人の合計26人で活動しています。試験前には屋外でアコースティックライブ・学期の節目

には部内ライブや、イベントに参加させていただいたりと目標をもって日々努力を重ねています。日頃は約2時間の活動時間

で、パート練習や個人練習、バンド練習をおこないます。 

桜宮高校音楽部は、1年生と2年生の仲が良く、学年の壁を越えて毎日楽しく活動しています。 

今回は2年生女子6人バンドでマカロニえんぴつさんの「洗濯機と君とラヂオ」を演奏します！ 

盛り上がる曲なので皆さんに楽しんで聞いていただけるよう精いっぱい演奏します。よろしくお願いします。 

演奏曲 洗濯機と君とラヂオ（マカロニえんぴつ） 

01 

 大阪府立芥川高等学校 軽音ロック部 

みなさん、こんにちは！大阪府立芥川高等学校軽音ロック部！！ 

活動場所は視聴覚教室。平日の放課後に個人練習とバンド練習を行っています。 

「好きな音楽を仲間と楽しむ」を目標とし、新型コロナウイルスで練習に制限がかかるなか日々、頑張ってきました。練習や

ライブが今まで通りできる日が1日でも早く来ることを願っています。 

今回演奏する曲は、aikoのシアワセです。 

ゆったりした曲ですが楽しい雰囲気を出せるよう練習に取り組みました。ぜひ聴いてください！！ 

演奏曲 シアワセ（aiko） 
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 大阪府立和泉高等学校 軽音楽部 

和泉高校軽音楽部です。 

現在、2年生32人、1年生31人の計63人で活動しています。放課後、萌友館を借りて練習をしています。  

主な活動は、他校との合同ライブや、バンドコンテスト等に参加したりしています。また文化祭やクリスマスライブなど校内で

もライブをしています。部員全員仲良く、そして真剣に活動しています。  

部の活動方針として「あいさつする」「考える」「一流になる」を掲げています。 

一流になるためにどうするかを考え、人として、アーティストとして、チームとして、一流になれるようにがんばっています。 

全国大会出場を果たした先輩の背中を追いかけ、これからもより高みを目指し、真剣に活動していきます。 

演奏曲 ワンダーランド（FLiP） 
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 大阪府立芦間高等学校 軽音楽部 

大阪府立芦間高等学校軽音楽部です。 

芦間高校は守口市にある総合学科の学校です。軽音楽部は現在、2年生14名、1年生32名で活動しています。 

可能な学校さんは是非交流会をお願いしたいです。 

軽音楽部の普段の活動はパート練習や所属学年ごとのレギュラーバンド、学年を越えたシャッフルバンドや選抜バンドなどで枠

を回しています。そして、大会やイベント、校内ライブに向けて練習しています。 

今回は「何度でも/DREAMS COME TRUE」を演奏します。 

よろしくお願いします！！ 

演奏曲 何度でも（DREAMS COME TRUE） 
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 大阪府立槻の木高等学校 軽音楽部 

こんにちは、槻の木高校軽音楽部です。 

私達の学校は高槻市にある創立19年目を迎えた学校です。部では2年生15名、1年生22名で活動しています。部員それぞれの

個性を分かち合い切磋琢磨しながらお互いを高めあって活動しています。 

今回出演する「追想の愛」は1年生と2年生の合同バンドです。各パートで投票を行い選ばれた槻の木軽音部の真骨頂バンドで

す。普段の練習からより正確な演奏を心がけており、それぞれ曲に対する捉え方や感じたことを自身の演奏で表現する感情的

な演奏をしますので、来ていただいた方々にも伝わるようなパフォーマンスをできるよう全力を尽くします。 

目指せ武道館！本日はどうぞよろしくお願いします。 

演奏曲 ハルジオン（YOASOBI） 
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 上宮太子高等学校 軽音楽部 

上宮太子高校軽音楽部は現在1年生13人、2年生14人で活動しています。活動日数は基本週3日なのですが、コロナウイルス拡

大の影響で今は週2日と分散して活動しています。ギターボーカルやベースボーカルなどの楽器をしながら歌う人がほとんど

です。演奏によっては、管楽器やウインドシンセサイザーなどの多彩な音色を扱うことの出来る電子楽器を使用しています。

1、2年生の仲も良くて、1、2年生を混ぜての合同バンドを組んだりしています。お互いに刺激されるのでとても良い経験に

なります。他にも色々な大会や合宿 、他校との交流ライブや学校でのアトリウム公演などでの活動もしています。 

今回は東京卍リベンジャーズで再ブームした氣志團の喧嘩上等をします！ 

演奏曲 喧嘩上等（氣志團 ） 
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 浪速高等学校 軽音楽部 

浪速高校軽音楽部は、約80名で活動しています。 

くじ引きで編成される課題バンド、自由なメンバーで編成される自由バンド、大会に向けて編成される選抜バンドがあります。 

普段はバンドごとの練習に加え、アカペラなどで歌唱力を上げるためのボーカル練習があります。 

コロナで度々部活が停止され、思うように部活ができずにもどかしいですが、今回演奏する曲は、そんな世の中に対しても前向

きになれる曲です。 

高校生として、明るさいっぱいを表現できる、ハイスクールミュージカル、是非お聴きください。 

演奏曲 High School Musical（High School Musical 3） 
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 大阪府立山田高等学校 軽音楽部 

こんにちは。大阪府立山田高等学校軽音楽部です。 

私たち山田高校軽音楽部は1年生25人、2年生36人の総勢61人で活動しています。 

週に4日はパート練習の時間を設け、パート長を中心に基礎練習をおこなったり、各バンドで演奏する曲のフレーズを互いに教

え合ったりして、日々技術の向上に励んでいます。 

昨年度軽音楽連盟大阪へ加入したのですが、コロナウイルスの影響もあり、今回のウィンターフェスティバル予選が初めての連

盟イベントへの参加となります。このイベントをきっかけに他校との交流を深め、そこから部活動の取り組みを学び、部として

より一層成長していきたいと思っています。よろしくお願いします。 

演奏曲 イト（クリープハイプ） 
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21日2部 

 

 

 樟蔭高等学校 軽音楽部 

 

演奏曲 水平線（back number） 
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 大阪市立高等学校 軽音楽同好会 

はじめまして！大阪市立(しりつ)高校は、大阪市内でなく枚方市の小高い山の上にあります。毎朝急な坂道では息を切らしな

がら登校していますが、校内は敷地が広く自然がとても豊かです。そんな大阪市立も今年が最後。来年からは｢大阪府立いち

りつ高校｣へと生まれ変わります！軽音楽同好会は2015年に発足し、現在1年20人、2年8人、全6バンドが毎週水・木・金曜日

の放課後に活動しています。 

予選会の練習に取り組む中で、意見の食い違いやバンドメンバーが欠けるなど、様々な困難がありましたが、この曲と共に突

き進んできました。そんな私達のように、目の前にある壁と立ち向かおうとしている人々へ、希望を与える演奏を届けます。 

演奏曲 ブルーバード（いきものがかり ） 
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21日2部 

 

 

 大阪府立金岡高等学校 軽音楽部 

みなさん、こんにちは！金岡高校軽音楽部です！ 

私たちは2年生23人、1年生14人の計37人で火曜日から土曜日まで楽しく活動しています！ 

今回はMrs. GREEN APPLEさんの「ロマンチシズム」という曲を2年生6人で演奏させて頂きます。 

新型コロナウイルスの影響で、なかなか学校外で演奏できる機会がほとんどありませんでしたが、その分日々の練習や部内ライ

ブを一生懸命頑張ってきました！ 

この芸文祭では本選出場を目指し、精一杯演奏させて頂きます！「楽しんで演奏すること」を意識し、最高のパフォーマンスを

皆様にお届けしますので、よろしくお願いします！ 

演奏曲 ロマンチシズム（Mrs. GREEN APPLE） 
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WEB審査 

 

 

 常翔啓光学園高等学校 軽音楽部 

常翔啓光学園中学校・高等学校は2017年に創立60周年を迎え、軽音楽部は創部19年になります。2019年度までは校内、校外

合わせて年間約40回の発表の場を持てていました。2020年度はZOOMを使用して多くの学校とオンライン合同演奏会を実施

しました。2021年度は夏休みから校内ライブを再開し、少しずつ交流できるようになりました。 

今年の「Winter Festival」には高2生2人と高1生3人が出場します。参加校の皆様、よろしくお願いします。  

 

Twitter：@joshokeikorock  

Instagram：joshokeikorock 

 

演奏曲 MARIONETTE（BOØWY） 
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 大阪市立住吉商業高等学校 フォークソング部 

皆さんこんにちは、住吉商業高校フォークソング部です。現在3年生1人、2年生2人、1年生5人の計8人で活動しています。 

主な活動は地域のイベントや老人ホーム、チャリティーイベントなど色々な場所で演奏させていただいています。演奏の中で

は住商独特のステップなどを付け、目でも耳でも楽しんで頂ける演奏を心掛けて練習しています。コロナウイルスで部活動が

思うように出来なくなり、イベントも減りました。 

今回は今までの住商とは違った演奏をお届けできたらと思い練習しました。ご覧になっている皆さんが楽しめるような演奏

を、そして少しでも心に残る演奏をします。 

よろしくお願いします。 

演奏曲 若者のすべて（フジファブリック） 
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