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１４号ゆ～かり～ぶす
兵庫高等学校第２学年

「御馳走帖」の話
2 Y. H.組担任

、 、 「 」ほとんどエッセイを読まないが 手元に一冊だけ 古本屋で買った内田百閒の 御馳走帖
(中公文庫版)というエッセイ集がある。題名の通り食通のエッセイ。これを、気が向いた時、
気が向いたページをぱらぱらめくる。おからの話、油揚げにまつわる話、自分が食べたい旨い
もの備忘録(これは戦中の食糧難の時のもの)、などなど。

、 。昭和の文人によって描写される日常の風景は 淡々としているが無味乾燥とは対極にある
香ばしい匂いや懐かしい手触り、その食べ物にまつわる百聞先生の周囲の人々がふわりと立ち
現れては消えてゆくので、十ページほどめくっていると、もう“お腹いっぱい 。そこでペー”
ジを繰る手を止めて本を置く。ふと、お腹がすいていることに気がつく。そんな本である。

忙しない日常に追われて気持ちがささくれ立っている時、お腹がすいていることにも気が
つかない。これから皆さんは、高校二年生が終わって高校最後の学年が始まり、大学受験が控
えている。けれど、それだけではなく、その先にもまだまだ人生は続いていく。時には自分に
「落ち着け」といくら言い聞かせても、焦りが先立つ時もある。だからこそ、ちょっと立ち止
まるための、自分を取り戻すための“何か”を是非見つけておいてほしいと思う。

まぁ、百聞先生は超然と「ああ、お腹がすいた」と呟かれるだけなのだけど･･･。

２学期期末考査後、行事が続きました。
学校での勉強とは違った角度からの、心地よ
い刺激になったのではないでしょうか。

小論文リライトのための講演
＆リライト

２０１３／１２／１６

小論文へトライ
M. Y.１組

受験でも就職でも必要となる小論文。初
めは難しいものと思っていました。しかし今
回の講演で、そのイメージがガラッと変わり
ました。小論文は感想文とは違い、自分の意
見をいかに読み手に納得させるかが重要で
す。そのためには、様々な視点から物事を捉
え自分の意見を確立させていくことが必要だ
と教わりました。だから小論文を書くことの
第一歩は、ニュースや新聞などで世の中の動
きを知り、知識を蓄えることなのだと思いま
す。またそうした知識を身に付けることは、
小論文を書くことに関してだけでなく、将来
他の事をする上でも私達の力になってくれる
と思います。

小論文を通して
H. U.４組

小論文は、これから大学入試や入社試験
で使うことがあると講演で聞いて、全力で取
り組みました。

小論文は、書き方が決まっていて、それ
に慣れさえすれば簡単だと思っていました。
しかし、小論文は、自分の体験や社会問題な
ど、あらゆる出来事を根拠にして書き上げる
ので、多くの知識が必要だと知りました。実
際、二度目の講演でのアドバイスから、過去
の社会問題を根拠にして文章に入れてみる
と、前回より説得力が増したように感じまし
た。

今回、小論文の書き方を学ぶと同時に、
自分の考えを相手に納得してもらう方法も身
についたように感じます。これから、もっと
社会に目を向けていこうと思います。
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進路講演会～クラシックギター演奏
（５４陽会）鈴木一郎氏

２０１３／１２／１７

今を大切に
N. K.５組

今回、この進路講演会を聞いて思ったのは
人生の中で、高校生である今がとても大切で
ある、ということです。

話をして下さった鈴木さんが今の生活を始
めたきっかけも、怪我をして野球を辞めた高
校時代にあったし、何より印象に残っている
のが、高校生の時に甲子園に出場した思い出
話をしていた鈴木さんがとても楽しそうだっ

。 、たということです どれだけ時間が経っても
高校時代の思い出はちゃんと記憶に残ってい
るんだなと思いました。
私も、たくさん思い出を作って今を大切に

しようと思いました。

進路講演会を聞いて
6 T. M.組

先日、鈴木一郎先生を講師に迎えた進路講
演会がありました。先生はクラシックギター
の世界的な奏者ということで、演奏を披露し
ていただきました。普段クラシックギターに
触れることがないので先生の楽曲も演奏もと
ても印象的でした。特に印象的だったのは波
紋という曲です。なんだが適当にひいている
ような気がしても曲として雰囲気が生まれて
いるので驚きでした。

また先生との質疑応答でも、留学した時の
話や先生の学生時代の話など興味深いものが
いっぱいでした。僕もギターの練習に関して
質問させてもらいましたが丁寧に答えてもら
うことができて嬉しかったです。

先生からたくさんの興味深いお話を聞くこ
とができて、とても有意義な時間を過ごせま
した。

個人情報に関する講演会
インターネットをめぐるトラブルとその対策

２０１３／１２／１８

携帯電話を正しく使う
K. S.７組

小学校１年生の時から携帯電話を持ってい
ますが、携帯電話によるトラブルは一度も起
きていません。正しい使い方ができているか
らです。

以前はＬＩＮＥや、ＳＮＳに憧れることも
ありましたが、今日の講演会で改めてネット
上のトラブルの恐ろしさを実感し、危険なリ
スクを背負ってまでする必要はないと思いま
した。

講演会で学んだこと
I. C.２組

今回の講演会を通して、普段は何気なく使
っていたスマホだけど、本当は注意して使わ
ないといけないものなんだということが分か
りました。

自分のスマホの使い方は正しいか、インタ
ーネットに依存していないか、再確認するい
い機会にもなりました。

LINE LINE印象に残った話は の話です。
が作られたのは震災がきっかけだったという
ことを初めて知りました。また、既読機能の
本当の意味を知って驚きました。

スマホなどの情報機器が悪いのではなく、
使う人の問題なんだということを聞いて、ス
マホに対する考え方が変わりました。

この講演会で学んだことを活かして、これ
から情報機器を正しく扱えるようになりたい
と思います。

芸術鑑賞会
第１部 弦楽部・吹奏楽部・管弦楽団

第２部 ゲスト演奏（歌・ピアノ独奏・

クロマティックハーモニカ演奏）

２０１３／１２／１９

感動した芸術鑑賞会
G. U.３組

開場までマクドで時間を潰していました。
本当に失礼な話ですが、友達と「ええ感じで
眠たいわー 」という寝る気しかないような。
会話をしていました。 ホールでプログラム
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のプリントが配られて見てみると、楽しみに
なってきました 「あの先生指揮するんや 」。 。
と隣と盛り上がっていました。 弦楽のきれ
いな音色から始まり、吹奏楽の迫力ある演奏
や、ゲストの方々の歌と演奏の全てに聞き入
っていました。

普段部活中に聞こえてくる曲のいろんな部
分が今回の鑑賞会でつながり、感動していま
した。鳥肌が立つときもあり、あまりのすご
さに結局一睡もせずに鑑賞会が終わりまし
た。本当に素晴らしかったです。ありがとう
ございました。

感動しました！
E. M.２組

音楽鑑賞会の前半では、友達のいつもと違
う所がみれました。その曲に入りこんで演奏
してたのが印象的で、先生の指揮にも驚きま
した。毎日練習する大切さを痛感しました。

後半ではプロの技術に圧倒されました。特
に歌手の 人は、声量が日本人とは思えない2

ほどでした。ピアノの演奏は知っている曲と
いうのもあって、すごく楽しめました。指の
動きの早さと、表現力に感動しました。でも
何よりも、ハーモニカが凄かったです。あん
なにも色んな音の出し方ができるとは思って
なかったし、迫力がありすぎました。始めか
ら終わりまでずっと見とれてました。

改めて、音楽っていいなと思えた音楽鑑賞
会でした。

大舞台、芸術鑑賞会を 終えて。
S. T.弦楽部

私たち弦楽部の大きな舞台、それが芸術鑑
賞会です。そこで今年はアイネクライネナハ
トムジークという多くの人が知っている有名
曲などを演奏させていただきました。期末テ
スト直後という限られた練習時間のなか友達
に聴かせられるような演奏をするために一生
懸命練習し、弾ききることができました。

また吹奏楽部とのオーケストラは、演奏し
ている自分達がなによりも楽しむことができ
たので良かったと思います！これからももっ
ともっと上手くなれるように日々練習に励ん
でいきたいです。聴いてくださりありがとう
ございました！

芸術鑑賞会を終えて
S. H.吹奏楽部

大きな行事がまたひとつ終わりました。
みなさん、ホールでの演奏はどうでした

か？普段の学校生活では見られない友達の一
面も見ることができたのではないでしょう
か。

今回、私は吹奏楽とオーケストラで吹かせ
ていただきました。演奏した３曲すべてにソ
ロパートがあり、不安でいっぱいでしたが、
あれだけ客席に知っている顔があるなか吹か
せていただけて本当にいい経験になりまし
た。まだまだ自分には反省・課題点がたくさ
んあります。これからもよりよい演奏ができ
るように頑張っていきたいと思います。

響け！輝け！突っ走れ！ドカンと一発兵庫
ブラス！！

出張講義
大学の先生に来ていただいて、

本校で大学の授業を体験するという

〈ありがたき〉企画！

２０１３／１２／２０

「システム 「制御 「情報」技術」 」
を体験してみよう！

出張講義出張講義出張講義出張講義をををを終終終終えてえてえてえて
M. H.４組

私は「 システム 『制御 『情報』技術を『 』 』
」 。体験してみよう！ という講座を受けました

そこで、顔認識システムや、キネクト、音声
処理、トイレタンクの仕組みについて教えて
もらいました。

その中で 番面白かったのはキネクトで1

す。キネクトとは、マーカーをつけずに人の
姿勢や動き、奥行きを計測できる機械です。
パソコンでアバターを表示させ、キネクトの
前に立って動くとアバターも同じ動きをす

、 。る というのを実際にやらせてもらえました
今回の出張講義で、普段の生活では知るこ

とのできないことをたくさん教えてもらえた
ので、とても楽しかったです。
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都市・建築分野での
コンピュータ設計研究のいま

街を支える環境都市工学
M. F.４組

私は大学では建築学を専攻したいと思って
いて、環境都市工学にはあまり興味がありま
せんでした。しかし、今回の講義を受けて環
境都市工学がどのように街をつくり、支えて
いるかを知りました。特に印象に残っている
のは という街の様子を で表すものVR CG

で、これを使うと専門家と依頼者が一緒にな
って、案件について迅速に検討し、判断でき
るという点がとても魅力的でした。また、情
報技術の発達などにより、同じ時間や同じ場
所に集まることができなくても、テレビ電話
で を使うことによって会議ができるようVR

になりました。今回は阪大研究室の方と実際
にテレビ電話で会議をし、とてもいい経験に
なりました。これからは今回の講義で学んだ
ことを参考に、広い視野で将来について考え
ていきたいと思います。

電子が織りなす永久磁石と
超伝導の不思議な世界

超伝導の可能性
Y. K.５組

今回僕は 阪大基礎工学部の北岡先生の講
義を受けました。物理が好きな人にはとても
興味をひく題名で、 内容も最近習ったシャ
ルルの法則が関係していたりして面白く、勉
強になりました。 特にリニアモーターカー
も超伝導を利用していて少し浮いているとい
う事が勉強になり、僕達が 才の頃に完成30

する予定と知り、わくわくしました。先生の
話がとても面白く自分の将来の進路について
考えるいい機会になって良かったです。

体に良い食べ物、悪い食べ物を
考える食品機能学

意外と知らない食べ物のこと
K. N.７組

皆さんは普段食べてるものの危険性を考え
たことがあるでしょうか？私はほとんど考え
たことがなかったです。

しかし、この出張講義を通して意外と自分
が食べてるものって知らないことが多いんだ
なと感じました。たとえば体に良いと言われ
る野菜、人参ばかり食べ過ぎるとガンになり
やすくなるそうです！皆さん知っていました

か？体にいい食べ物を食べていて、体によく
ない影響があるとは普通思わないと思いま
す。

この出張講義で、情報を鵜呑みにせず、普
段口にする食べ物についてのタメになること
を教えてもらい、とてもいい刺激になりまし
た。

看護に必要なコミュニケーションとは？

患者が求めるコミュニケーション
T. M.３組

この講義は看護について、ということでし
たが、医学、延いては日常生活にも活用でき
る素晴らしいお話でした。特に印象的だった
のが、うなずきと相づちの話です。

、「 」相談を受けた時には 解決してあげよう
ではなく「一緒に歩む 。うなずきや相づち」
をはさみながら、相手の気持ちに寄り添い親
身になって話を聞いてあげる。当たり前なよ
うで難しい、これが医療において大切なコミ
ュニケーションのひとつなのだそうです。

今回の出張講義を受けて、医療分野に進み
たい気持ちがさらに深まりました。これから
も目指す自分の進路に向けて努力していきた
いです。

以上が理系の講座です。
、 、紙面の都合上 文系の４講座については

次回に掲載します。

これからの予定

～ 修学旅行1/15 18

(月) 代休1/20

(金) ６限 進研模試〈国語〉1/24

(土) 進研模試1/25

(木) 読書会1/30

(木) ３限まで授業2/13

(金) 推薦入学選抜2/14

(木)～ (木) 学年末考査2/27 3/6

(金) 卒業式2/28

明日から修学旅行です。いい思い出になる☆
よう、節度を守って、大いに楽しみましょう。☆


