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９号ゆ～かり～ぶす
兵庫高等学校第２学年

「必勝法」
M.T.学年副主任

「最強の幸せをつかむのと勝負に勝つことには共通の極意が二つある。それは“謙虚さ”と
“笑い”である 」これは将棋の元名人，米長邦雄さんの言葉である。。
“謙虚さ”･･･年をとる毎に人の話を聞けなくなる。人の話を聞かなくなる。自分が手に入

れた物に固執し，不都合なものには目を瞑る。これまでやって来た事に自信を持っているが，
傍から見ると単なる過信である。
歳を重ねるにつれ目標を高くしていき，既に手に入れているものは横に置き，謙虚に人の話

が聞ける自分であり続けたいと思う。
“笑い”･･･笑う門には福来る。幸せは笑いのある場所に訪れる。真面目に取り組んでいる

， 。 。 ，からこそ そこに笑いが生まれる ちゃらけた笑いは要らない 笑う余裕すらないのであれば
きっと勝負の瀬戸際で紙一重が起こる。もし負けたときには，まだ自分は弱いと笑い飛ばせる
くらいの心の余裕を持っていたいと思う。

何事にも全力で取り組み，真剣な中にも笑いがあり，常に謙虚である 回生であって欲67

しいと思います。

売りました！
楽しませました！

怖がらせました！

～全力で才能のムダ使い～文化祭

月 日・ 日の 日間にわたって行われた第4 26 27 2

回文化祭は天気に恵まれ、多くの来客を迎えまし66

た。文化部の発表、クラスの模擬店やパフォーマン

ス、どれをとってもよく準備され、その熱演や一生

懸命さに兵高生の力強さを感じさせられました。

トゥーワン
1 Y.M.組

この人数の多い中での店長。最初は適当に
、 。してもいけるやろと思い なんとなく立候補

思いの外仕事が多くて放課後遅くまで残るこ
とがあり、帰宅部としては辛かった。ところ
が、辛かったのは帰宅部として素早く帰れな
かったことだけで、クラスの全ての人のお陰
で店長としての仕事に苦痛は一切なく、むし
ろ楽しくやらせていただいた。

店長は裏方に回り、文化祭当日は他クラス
の売り上げに貢献させていただくばかり。部
活や係りで忙しいクラスの皆には感謝しかな
い。この文化祭でクラスの団結力は固まり、
一年間最高に楽しく過ごせると確信した。
ありがとう。
最後になるが、えびせんの 味、素晴HOT

らしい味だった。
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感 謝！！
2 M. Y.組

「店長をしてみたい！」とクラスメイトに
話してから、いざ文化祭を迎えるまでの期間
は本当にあっという間でした。私の誘いに快
諾してくれた副店長はもちろん、クラスのみ
んなに支えてもらいながらの、人生初の店長
は無事に成功に終わりました。２組は、文化
祭の模擬店として前例がない洋菓子屋をする
ということで、何もかも手探りの状態のスタ
ートだったので、不安な気持ちでいっぱいで
したが、準備に取りかかる前から盛り上がる
クラスを見ていると、大変さも忘れ楽しむこ
とができました。仕事を頼んだ時には、誰ひ
とり嫌な顔をせずにこなしてくれたことに
は、ただただ感謝でした。みんなの楽しそう
な姿を見れたことが、何よりもうれしかった
です。

やっぱり
3 T. H.団子より浜ｐ！！ 組

みなさんは才能を使い果たせましたか？今
年は「革命祭 ～全力で才能のムダ使い～」
ということで、いろいろな場面で才能を発揮
させることができたのではないでしょうか。
今回僕は模擬店の店長という役柄で、たくさ
んの壁にぶつかりました。しかし副店長を始
めとするクラスのみんなで協力し、意見を出
し合い、悩むことでより良い文化祭にするこ
とができたと思います。 最終的には 万ほ3

どの利益も出すことができました。これは学
校に寄付ということなので、中には残念がっ

てた人もいましたが…また、最後には嬉しい
サプライズもあり、笑いや涙？のあBirthday

る忘れられない文化祭になりました。
最後になりましたが 組のみんな、ありが3

とう！！

文化祭を振り返って
4 T. M.組

僕は最初店長をやることになった時は軽い
気持ちで考えてました。じゃんけんに負けて
一番大変なお化け屋敷になったときはメッチ
ャあせりました。でもクラスのみんなとか去
年お化け屋敷の店長やっとった人とかに色々
助けてもらってなんとかなりました。僕は途
中インフルエンザにかかって学校休まなアカ
ンくなったとき、副店長の 君を筆頭にクO

ラスのみんなに迷惑をかけてしまって申し訳
なかったです。でも、自分がおらん間もみん
なホンマに頑張ってくれて自分も頑張らんと
いかんと思いました。
当日はバタバタしてメッチャ忙しかったけ

どクラスのみんなが頑張ってくれたからなん
とか乗り切れました。
しんどかったけど
成功してよかった
です。
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うまいよ！えびせん！
5 K. M.組

「未知・味値・美智子のマジカえびせん」
これが二年五組がクラス一丸で取り組んだ模
擬店の店名だ。僕は、店長ということもあり
段取り・買い出しなど模擬店運営について副
店長と一緒にたくさんのことを考えた。当日
になるまで本当に売れるのか不安だったけれ
ど、実際に文化祭が始まるとみんなの協力も
あって、たくさん売れたのでよかった。模擬
店運営はメニュー決めからなにもかも自分達
で決めたからこそやりがいがあるものとな
り、文化祭終了後のとても大きな達成感があ
ったのだと思う。
来年は、もっと大きな範囲で店を出せるの

で大変な面も増えると思うけどとても楽しみ
だ。

文化祭で
6 R. Y.組

僕はゲームの店長をやることになり、いろ
んな不安や緊張などもありましたが、クラス
の大多数の人たちが意見を出してくれて、意
外と協力ムードで安心しました。しかし、途
中で僕が一週間ほど欠席することになり ど、「
うなるんだろ 」と心配していましたが、戻。
ってみると、しっかり進んでいて本当に助か
りました。

しかし、文化祭前日、いざ飾り付けとなる
と、たくさんの問題点が出てきました。でも
クラスのほぼ全員が、当日の朝早くから集ま
り、納得のいく飾り付けをすることが出来ま
した。今年は去年のゲームの二倍ほどの売り
上げと、大成功でした。
こうして成功できたのも、クラスのみんな

や先生方、実行委員の方々の協力、そして来
て下さったお客さんのお陰です。
ありがとうございました。

文化祭を終えて
7 M. S.組 店長

Y. N.副店長

私たちのクラスの模擬店は「わたしわた
がしわたしはたかし」というその名のとお
り？？わたがしを販売しました。
文化祭の当日まで時間が無いなか、看板や

店内装飾など、放課後に作っていましたが、
残ってくれるのはいつも ～ 人。呼びかけ2 3

ても、みんな部活が忙しく、なかなか集まら
ず悩んだこともありました。このままで当日
を迎えられるか不安もありました。しかし、
そんな不安もなんのその、前日準備では、み
んな自分たちから積極的に仕事を探し、働い
てくれたおかげで、あの素敵な店になりまし
た！やはり 組！！ 行事のときのエネルギ7

ーは天井知らずです！
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そして、当日。みんなでお揃いの シャツT

を着て開店。と、同時にたくさんの方々に来
ていただき、みんな笑顔で綿菓子を食べてく
れました。そして嬉しいことに、 日目には2

みんなの頑張りのおかげで全種類完売！そし
て何より、 のみんなが楽しそうに運営し2-7

ている様子をみて、今まで頑張ってきて良か
ったなと思いました。
年生一発目の行事！成功に終わって、幸2

先の良いスタートを切れました！
さらに団結力の増した 組！これからの 活7

躍にさらに期待です！！

書道部のパフォーマンス

春期定期戦燃えました！
日時： 月 日5 9

場所：神戸高校

開会式

対戦結果は以下の通りです。
兵庫 神戸

サッカー ４ － ２
男子バレー ２ － １
女子バレー ０ － ２

３ － ２男子ソフトテニス

１ － ４女子ソフトテニス

野球 ２ － ８

３対３ですが、メイン競技の野球の勝敗に
より、今回は神戸高校の総合優勝となりまし
た。
どの試合も熱戦が繰り広げられ、会場は大

いに沸きました。一つのボールに全神経を集
中し、持てる力を出し切ってプレーしている
姿は感動的でした。秋は 回生が主軸とな67

るチームでの対戦となります。悔いの残らな
い試合が出来ることを期待しています！

季節の言葉
★☆★ ★☆★小 満 しょうまん

月 日 土曜教室5 21 5 18月 日〈土〉

月 日〈木〉5 23

二十四節気の一つ。 中間考査～ 日〈木〉29

小満とは、いのちがしだいに満ち満ちて 文化祭の代休5 31月 日〈金〉

いくころのこと。草木も花々も、鳥も虫も 全校集会6 3月 日〈月〉

獣も人も、日を浴びて輝く季節です。 生徒会選挙6 20月 日〈木〉

ちょうどこの時期にあたる旧暦の四月に 土曜教室6 22月 日〈土〉

は “木の葉採り月”という別名があります。 土曜教室、 6 29月 日〈土〉

月 日〈月〉蚕のえさである桑の葉を摘む頃という意味で 7 1

す。 期末考査～ 日〈金〉5

保護者会まゆひとつ仏のひざに作る也 一茶 1日〈月〉


