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１１号ゆ～かり～ぶす
兵庫高等学校第２学年

「当たり前を大切に・・・」
K. K.１組担任

神戸市民にとって忘れてはならない日、 年 月 日。阪神・淡路大震災の日です。皆1995 1 17

さんが生まれる前の話ですが、いろんなところで耳にタコができるくらい、もとい、繰り返し
。 、 、大切なお話を聞いてきたと思います 少し時期は違いますが 避難訓練も終わったことですし

夏休みに入る前に、少し考えてみてください。
その頃、学生だった私は、自宅の寝室で飛び起きました。一瞬の激震で 名を超える命6400

4が奪われました。本当に一瞬の出来事です。幸い、私を含め家族も無傷でしたが、同級生が
名亡くなりました。その中の一人と、震災前日、一緒にお昼ご飯を食べていました。まさか次
の日に亡くなるとは思ってもいませんでした。

震災当時は、あまりの環境の変化に、深く考える暇もありませんでしたが、時間が経ち冷静
さを取り戻すと、こう考えるようになりました 「きっと、まだ生きたかっただろうな。いろ。
んな遊びしたかっただろうな。もっと勉強したかっただろうな」と。

皆さんにとって当たり前の学校生活。今この瞬間、この当たり前を「大切だ 「素敵だ」」、
と実感できる人は決して多くないかもしれません。でも、振り返ると気付ける人は多いと思い
ます。何気なく過ごしている「当たり前の毎日」を、もっと素敵で、もっと充実したものにす
るために、この長～い休みを活用して日々の生活について考えてみるのも素敵な長期休暇の過
ごし方かもしれませんね。 学期がもっと充実した、キラキラと輝いた学校生活になることを2

応援しています。

合唱コンクール
７月９日(火) ７月１６日（火）予選 決勝

《明日へ》１位 ７組
《民衆の歌》２位 ２組
《 》３位 ４組 Hail holy queen

銀河のピエロ
１組 I. K.

この題名を思いつくと同時に「銀河の果て
まで…！！」というセリフを思いついてしま
う私はオタクなのかもしれません。なんの話
か分かる人は仲良くなれる気がします（笑）
閑話休題

まずはお疲れ様でした！クラスをひっぱる人
は思い通りにいかず、ひっぱられる人は無駄
に多く感じる練習時間に疲れ…笑 お互いの
ニーズが噛み合わずどこのクラスも大変苦労
したでしょう。決勝に進めたかどうかは別と

、 。して クラスの団結力が高まったことは確実
これから重ねられる多くの行事の際に役立ち
そうですね。
今回の感想としては、みんなまじめ！イベ

ントなのに！行事なのに！なんで標準服を綺

麗に着こなしているのか！ 年前の方がもっ1

とみんなふざけていたではないか！と、とて
も自分勝手な感想ばかり。 自分のクラスの
感想としては、バスもっとノリよくいこうぜ
(・∀・) というより、これからクラスの皆
で全力で楽しもうぜ。全力で、ね！

楽しかった
２組 S. Y.

私達 組は予選で 位という成績を残し、2 2

大ホールでの決勝に進出しました。正直なと
ころ私は予選では納得のいくレベルまで達し
ていなかったので入賞したときとても驚きま
した。
練習では人数が多いのでまとまりがなかっ

たり、皆部活が忙しく集まりが悪かったり、
個人的には自由曲の楽譜の編曲をしていて配
るのが遅くなったりと、とても大変でした。
やはり 年生という壁を超えることはできま3

せんでしたが、決勝ではとても楽しい合唱が
できました。文化委員として至らない点がた
くさんあった私についてきてくれたクラスの
皆には感謝しています。大ホールという貴重
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な場でクラスで歌えたのはとても嬉しく楽し
かったです。ありがとうございました

ありがとう
３組 A. Y.

最初は不安だらけでした。課題曲も自由曲
も難しかったし、みんな練習に来てくれるか
な、歌ってくれるかなと不安でした。けれど
練習には毎回たくさん来てくれたし、注意し
たところを真剣に直そうと歌ってくれたり、
ぐだっていたら「やろー！」って言ってくれ
る人がいたりでやりやすかったし、すごく嬉
しかったです。入賞はできませんでしたがク
ラスみんなでたくさん歌ったのできっとすて
きな合唱になったと思います。いっぱいいろ
んな人に感謝しています。最後までついてき
てくれて本当にありがとうございました。

音コンを終えて
４組 M. I.

４組はとてもノリのいいクラスです。そん
《Hail hory queen》な４組が自由曲に

を選べたことは、とても運がよかったなと思
います。一番元気のあるテノールさんを筆頭
に、他のクラスより素晴らしい演奏ができる
よう、何よりクラスのみんなが楽しめるよう
がんばり、予選・本選に臨みました。どちら
も本当に楽しく笑顔で歌えて、本当に４組で
よかったなと心の底から思えました。特に本
選で文化ホールの大ホールで、しかもこのク
ラスで歌えたことは、これからの行事で団結
して精一杯自分たちの力を出し切ることへの
いい経験になりました。これからも４組のみ
んなと様々な行事で盛り上がりたいです。

楽しい良い思い出になりました
５組 M. F.

５組は自由曲を選曲するにあたり、クラス
で何曲か意見を出してもらいました。その中
で一番票の多かったのが「怪獣のバラード」
でした。色々な人に 「怪獣のバラードって、
中学生が歌う曲だよね」と言われていました
が、普段授業中などで笑いの絶えない５組に
は、明るくて楽しい曲なので合っているので
はないかと思い、決定しました。練習では、
皆それぞれに部活が忙しく、全員がそろって
合唱練習に参加できたことはほとんどなかっ
たのですが、本番が近づくと少しずつクラス
がまとまり、合唱の楽しさを感じながら歌え
るようになりました。

本番では５組のクラス紹介の時、私達自身
舞台上で笑いをこらえるのが必死になるくら

い、とても楽しかったし、また合唱を皆で楽
しく歌うことができたので良かったと思いま
す。また他のクラスの合唱は、ハーモニーが
綺麗だなと思いました。

今回、クラスの皆で楽しく気持ちよく歌え
た分、本選に選ばれなかったことはとても悔
しかったのですが、合唱を通してクラスが今
までより団結することができたので良かった
と思います。今後、体育祭等の行事では、今
回のように楽しみながら、入賞できるように
クラスの皆で頑張りたいと思います。

ゼロ、むしろマイナスからの
スタート

６組 K. A.

今年の合唱は本当に苦労しました。
僕は昨年１年２組という、言ってしまえば

「 」 。 、特殊・特別 なクラスにいました なので
２年６組でいざ練習を始めようとしたとき
に 「まあ去年みたいに何とかなるだろう」、
と思っていた自分の甘い考えは全て誤ったも
のだと思い知らされました。 担任の 先生I

にも心配され 「練習、できてるの？ 「…、 」
まあ、ぼちぼちやってます 」と返すのがや。
っとで、毎日家でどうすればいいか悩みまし
た。
吹奏楽の定演を控えていたのですが、昼休

みや放課後もクラス合唱のために費やしまし
た。すると次第にやる気が出始め 「何とか、
なるかも 」と思えるくらいレベルも上がり。
ました。
結局終わってみれば入賞できませんでした

が、何とかまとめ上げることができてよかっ
たし、面倒くさいとか言いながらもついてき
てくれたクラスに感謝です。
何はともあれ、ありがとうございました。

心輝く
７組 E. Y.

課題曲・自由曲とも、皆で歌詞を深く理解
し、より良く表現するため、意見を出し合い
工夫した。一人一人の思いがクラスの思いと
なり、日に日にハーモニーの輝きが増してい
く喜びを実感した。

二年七組全員が持てる力と心を一つにした
からこそ出来上がった『いざたて戦人よ』と
『明日へ 。予選では講堂に、決勝では神戸』
文化大ホールに響き渡った私たちの歌声は、
聴く人に感動を届けることが出来ただろう
か。
“ 遙かな風を受けて 心ふるえ熱く燃える

どこまで行けるか 分からないけど
僕らは走り出す 明日へ”
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☆☆☆☆☆教育実習を終えて☆☆☆☆☆

M. M. さん（２ー３HR担当）

長いと思っていた 週間があっという間に終わってしまいました。4

兵庫高校の先生方、生徒の皆さん、 週間本当にありがとうございまし4

た。今すぐにでも兵庫高校の皆さんに会いに行きたいくらい、今もま

だ寂しい気持ちでいっぱいです。

私は授業をしなかったので、いろんなクラスの皆さんとお話できなかったのが残念です。で

すが、校門や廊下で会うと笑顔であいさつをしてくれる皆さんの温かさが嬉しかったです。そ

して保健室では試行錯誤の毎日でしたが、笑顔で教室に戻っていく皆さんの姿を見るたびに嬉

しい気持ちになり、もっと頑張ろうと思うことができました。さらに養護教諭になりたいとい

う思いが強まった 週間でした。4

そして、 年 組の皆さん！ や掃除、歌練の時間しか一緒に過ごすことはできなかっ2 3 SHR

たけど、皆さんと仲良くなることができてよかったです。最終日にもらった色紙とクラス全員

で撮った写真は一生の宝物です。ありがとう。人懐っこくて温かくて可愛らしい皆さんのこと

をこれからもずっと応援しています。

この実習で学んだことを生かし、立派な養護教諭になれるように努力します。だからみなさ

んも残された高校生活、悔いのないよう全力で頑張ってください。またみなさんの活躍が見ら

れる日を楽しみにしています。 週間本当にお世話になりました。ありがとうございました。4

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

７月 日（水）笑顔と汗の球技大会！ 10

男子 サッカー ４組 ２組 ５組1 2 3位 位 位

女子 ポートボール ６組 ５組 ２Ａ組1 2 3位 位 位

今回球技大会でポートボールをすることになって、まず文系と理系クラスの女子の人数の差

2 9でどのように戦うか、すごく悩みました。 悩んだ結果、文系クラスを つに分けて全体を

チームにするという方法を取りました。そして、ポートボールというマイナーな競技だったの

で、ルールをどうするかなどを中心に一運みんなで話し合いました。この戦い方とルールが一

番楽しめる方法だったかは分かりませんが、もめることなく無事終えることが出来たので良か

ったです♪ そしてみんなが全力で取り組んでいるのを見てとても

5組 R. K.（一般運動委員代表）嬉しかったです！

強い日差しが照りつける中、 年生になって初めての球技大会が行わ2

れました。 種目は男子おなじみのサッカーですが、今回はヘディング

でゴールを決めると 点、得点王とアシスト王付きという特別ルールが2

あったので、みんないつにも増してやる気が入っていました。

今年からは文理に分かれ、男女の人数比もバラバラでしたが各クラスの特徴を活かし、様々

1な作戦を練って互いに切磋琢磨し とてもいい試合が多かったように思えます まだクラスも、 。

学期間しか過ごしておらず、同じクラスでもあまりしゃべったことのない人もまだまだいたと

思いますが、この球技大会を通して少しでもコミュニケーションがとれたのではないでしょう

か。 各クラスで絆が深まり、暑い中誰も熱中症やケガもなく終えることができて本当に良か

２組 K. S.（一般運動委員代表）ったと思います。みなさんお疲れさまでした。
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体育祭実行委員会＆修学旅行委員会 始動！！

２学期の最大の学校行事である体育祭。今年は 回生が実行委員として企画・運営にあた67

ります。また、高校３年間での最高の行事になる修学旅行（３学期初め）の準備は、実行委員

が中心となって進められます。夏休みの間も活動は続きます。学校の中核学年としての自覚と

責任感を持って、全員がこれらの行事に取り組むことを期待します。

修学旅行委員体育祭実行委員

A. W. E. I. Y. K. K. N. N. S. H. N.

M. N. T. T. R. O. M. N. N. K. Y. T.

D. F. T. M. Y. K. K. Y. Y. K. S. T.

S. I. I. Y. T. N. M. H. T. O. M. F.

T. K. R. K. S. N. M. K. K. M. N. K.

H. I. Y. F. T. M. A. I. T. N. H. I.

M. S. A. H. E. H. H. K. T. O. M. F.

N. Y. E. Y.

７月１４日（日） 於 兵庫高校プール夏季定期戦《水泳競技》

メドレーリレーから始まった第 回夏季定期戦。部員数では神戸高校は本校の倍以400m 74

上。しかし、試合内容と応援は互角に渡り合い、総得点数は 点― 点という僅差で、223 213

惜しくも優勝杯を六甲の地に持って行かれました。

中盤には両校ＯＢによるエキシビション競技もあり、また、試合後は応援合戦や飛び込み

に興じたりと、和気藹々とした定期戦でした。

９月の予定

９月２日（月） 始業式・大掃除季節の言葉

課題実力考査 国語（ 分）大 暑 たいしょ 80

ＬＨＲ７月23日

文系 理系３日（火） 課題実力考査

大暑とは、最も暑い真夏の頃の ～ 英語8:30 9:50

こと。土用の鰻、風鈴、花火と風 ～ 数学10:05 11:25

世界史 地理物詩が目白押し。 ～11:50 12:40

月 日は旧暦では 月 日 昼休み7 23 6 16 。

日本史 物／生水無月です。酷暑が続くと、一雨 ～13:25 14:15

欲しいですよね。 ～ 化学14:25 15:15

月 日が立秋。旧暦では文月 〈 組のみ 限授業〉8 7 7 7

一日。五感を澄ませば秋の気配が 日（土） 土曜教室14

感じられるかも・・・ 日（木） 体育祭予行19

日（水） 体育祭25


