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今回 49回目のりんどう祭、すごくない！？
そういえばりんどう祭の「りんどう」って
どういう意味なんだろう。

りんどうの花は永平寺の寺紋です。りん
どうの花のように凜とした女性を目指し
てくださいね

なるほど _（–̂ –）ゞ
そうだったんですね。

テーマの ”Smile" はどういう意味？

”すみれ ”とも読めるよ。じつは（-▽-）

すみれの花言葉が「小さな幸せ」みんなが小さ
な幸せを集めれば大きな幸せになるよね。

なるほど…（–̂ –）ゞ

みんなが ”Smile” になれる
りんどう祭になればいいな♥
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今日は来てくれてありがとう !

私の　　　　+ みんなの　　　　＝ Happy!!!

ちいさな幸せ × みんな ＝ Happy 無限大∞

今日

9:30 
校長先生が参加しました



あなたにオススメしたい！
りんどう祭お楽しみプラン

自分にあった企画を探そう

りんどう祭
実行委員会企画

今年初めて駒女に来た

駒女は仏教系の学校って
知っていた

家族や友達に
駒女生がいる

駒女は Girly だ

駒女生との距離感を
縮めたい

駒女生のがんばりを
一緒に盛り上げたい

自分は活動的だ

文化祭に
Sweet memory　

がある

参加型プラン（迷路・カフェ・ゲーム）

参加型に辿り着いたあなたはどちらか
と言うとアウトドア派です。駒女生と
一緒にゲームをしたり買い物できる企
画をオススメします♡

鑑賞型プラン（ステージ）

鑑賞型に辿り着いたあなたは実は一緒
に盛り上がりたい人。生徒の緊張感に
共感してエネルギーを発散することを
オススメします。

発表型プラン（勉強）

発表型に辿り着いたあなたはどちらか
というとインドア派です！！身近な人
が普段駒女でどんなことをしているの
か実際見たい人にオススメです。
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中学21ＷＳ 映画部 feat.演劇部 

今年は中学がおもしろい！
ぜひ来てネ

こんにちは！ ballet です♡

昨年に引き続き私たちは

クラシックバレエと

テーマパークダンスを
踊ります。

昨年よりもアワーアップした選曲、

振付なので皆さんぜひ見に来てください。

今年も最優秀賞目指します！

いつもはカッコイイ野球部ですが、

かわいさ全開で踊ります！

とにかく元気な泥んこアイドル
ぜひ見に来てください。

Balletいちごまんぷく

パーカッション

Smile Passport

教室

折り
　紙

和
の
心

りんどう祭企画ＴＯＰＩＣＳ テニス部・サッカー部・硬式野球部・弓道部

三大迷路
特集

メロメロメイロ
あなたも

ゆるめに

錦○圭

4F

2F

3F4F

Komajo
で
show

Komajo
で
show



校内のあちら　こちらに　
   スタンプが　 あります

       6 つスタンプ　  が集まったら
受付で素敵なプレゼン　   トと交換してね♡



Smile Passportクラブ企画

華道部

合唱部

硬式テニス部

社会福祉部

児童文化部

文芸部

バドミントン部

英語部

フォークロック部

映画部

漫画アニメ研究部

茶道部

「お花の展示・販売」
お家のテーブルコーディネートに花かごはいかがですか

「KMJ Chorus Club!」
ジブリから合唱曲までいろいろ歌います♪ スイーツの販売あり◎

「スーぱーひーろー　マえをむけ　イつでも笑顔　ルんるん」
スマイル０円でご提供いたします

「One for all. All for one.」
クッキー販売と点字の絵本作り体験

「ようこそ !　不思議な動物の世界へ」
ねずみたちからのプレゼントがあります。ぜひきてください

「とある駒女の文芸部」
ご注文は本ですか？

「いっぷくや」

「Trick or Treat! 」ハロウィンの日に怪盗が現れた！

「Now back to reality! LIVE ☆」
～ GIRL GIRL　大作戦～

「演劇部と映画部がタッグ」
あの人のドラマのパロディー !!!

グッズやラミカなど、イラストリクエストしてます

お抹茶と和菓子を販売しています。お抹茶を一服、
いかがですか？

「すくいにきてください、さがしてください」
「復興支援物資販売」

「弓道体験」的をねらいましょう　by 鳥

「目指せ日本一 !!」あなたもエースになれるかも ?!
　

「Goal をきめろ」ゴールをきめよう

「18 トワラーズ」smile はじける（18 日（日））
（17 日（土）野外ステージもあり）

17 日（土）10:00 ～ 12:00　現役 or OG × OG
あきらめない！楽しむ！負けない！

18 日（日）12:00 ～13:30 FC コラソン招待試合　
相模大野と稲城のアツき試合 !!

『六段の調べ』『千本桜』
味わおう。日本のわびさび

Now back to reality! LIVE ☆」
～ GIRL GIRL　大作戦～

「DANCE 」迫力あるステージを !!
（18 日（日）野外ステージもあり）

「杖道部演武」
400 年間変わらぬ演武をごらんください

「愛の形」いつも何気なく「愛してる」という言葉。もう一度、
愛とは何か考えてみませんか？

「駒女　吹部　LIVE　やちゃうよー！」
みなさんに楽しい演奏をお届けします♪

りんどう祭実行委員
企画 + 中学生徒会

弓道部

硬式野球部

サッカー部

バトン部

硬式野球部

サッカー部

箏曲部

フォークロック部

ダンス部

杖道部

演劇部

吹奏楽部

グラウンド…………………………………………………………………………

講堂ステージ 17 日（土）……………………………………………………………

野外ステージ………………………………………………………………………

体育館………………………………………………………………………………



Smile Passport高校クラス企画 中学高校展示・発表

高２B

高２Z

高２C

高２S

高２K

高１B

高１Z

高 1 Ｃ

高 1 Ｓ

「仏教カフェ」
稲城の永平寺

「メロメロメイロ  と ダガシガシガシ」
あなたの心つかみます

「バカっコイイシアター」
２C の日常…

「２S お休みどころ」
ほっとひと息２－ S で休もう。

「Kira Kira House」
憩いの場です

「おかしな国」
～そこのお嬢さんお菓子をあげるから、おいで～

「ホーンテッドメイズ　ホラーの館」
あなたは本当の恐怖をまだ知らない

「ホーンテッドメイズ　真組おばけ屋敷迷路」
おばけでる？

「S トーーク」
10 人でもできるんです！

永平寺参拝研修について／英語表現発表　Poem Reading ／
オーストラリア派遣留学報告

「高校 2 年修学旅行」修学旅行出発カウントダウン !!

「パーカッション」・「和の心」・「折り紙教室」今、中学生が熱い !!

講堂ステージ 　劇「幕の内弁当」君が主役！！

講堂ステージ 「DANCE × DANCE × DANCE」
一緒に踊ろうよ！

「中３展示室」
見に来てくださいね !!

「中学 2 年学習展示」
 “English, please.”

「中 1 作品展」
清里校外研修をはじめ各教科の作品を展示します

「国語ラボ」
あなたの知らない国語の世界

芸術科　高校美術選択者作品展示

中学　美術作品展

芸術科　高校生徒書道展

「Say !!  Can do it !」英語表現作品展示

本館ロビー　　第 2 回駒沢学園書道展 作品展示
17 日　講堂ステージ 　書道展表彰式

「駒女ビューティレッスン」
女子力みがいて差をつけちゃえ★

高校授業発表

高校 2 年

中学 WS

中学 WS

中学 WS

中３※

中２※

中１※

授業 A

授業 B

授業 C

授業 D

授業 E

書道展

保健委員会企画

※中学展示・発表は生徒がご案内します。お気軽にお声がけください



Smile Passportコラボ企画野外ステージ「Komajo で Show」

野外ステージ発表

明星会・父母会

入試相談

そのほか野外ステージでは、吹奏楽部・ダンス部・バトン部の発表もあります。

合唱部×筝曲部合同

硬式野球部

サッカー部

大学共同企画

明星会

父母の会共同企画　

「合唱『花は咲く』　伴奏筝曲部」
心に響かせ弦と歌声のハーモニー

「現役 or OG VS OG 」
あきらめない！楽しむ！負けない！

18 日（日）12:00 ～ 13:30
FC コラソン相模原 招待試合

「リトル♡プリンス・プリンセス祭り」
PK したい人、全員集合

写経・喫茶（ベビールーム付）・じゃがいも・
クッキー・手作り作品販売

おいしいワッフルをどうぞ

3F 会議室にてお待ちしております。
お気軽にお立ち寄りください。

高 2Girls がポップなダンスを踊ります

「高校 2 年生野球部による全力ダンス」
野球部魂みせてやれ * ヽ ( ＾ o^) ﾉ *

今年も夢と希望を与えます ballet ♡

「美少女戦士 KOMAJO シスターズ」
キュートでラブリ―でピュアピュアなアイドル

「dance show time」
かっこいい少女たちのダンス

「愉快な仲間たちを引き連れたメリーが歌います」

「弾き語り」

「りけじょ 2015」ストレス発散

「DANCE ｘ DANCE ｘ DANCE」
一緒に踊ろうよ !!

「芸術科高校音楽選択者による大合唱」
総勢１００名を超える演奏にご注目！

あむちゃん LOVE

いちごまんぷく

Ballet

KOMAJO シスターズ

KTN（ケティン）

メリーとゆかいな仲間たち

小林美晴

高 2 S

中学 WS

高校授業発表
〒 206-8511　東京都稲城市坂浜 238
TEL 042-350-7123（代表）　　URL  http://www.komajo.ac.jp/jsh

Access
●京王線「稲城駅」から　小田急バス 7 分
●小田急線「新百合ヶ丘駅」から　小田急バス 20 分
●田園都市線・横浜市営地下鉄「あざみ野駅」から　スクールバス 35 分
● JR 南武線「南多摩駅」から　スクールバス 12 分

バス時刻表はこちら




