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67回生 学年通信 201５年２月１０日発行

１５号ゆ～かり～ぶす
兵庫高等学校第２学年

修学旅行を終えて
Y. H.３組担任

「無事に終われてよかった 」これが、今の素直な感想だ。旅行委員をはじめとする生徒の。
みんな、引率団教員、旅行社、ホテル関係者などが、それぞれの役割を誠実に果たしているの
をきっと誰かが見ていて、好天と幸運を僕たちに届けてくれたと思う。

君たちの心には、旅行中のどの場面が一番印象に残っているだろう？交流会の誕生日コーナ
ーが僕のベストシーンだ。呼び出された６名の共通点が解らず、頭をフル回転させ考える。そ
して正解にたどり着いた。僕が答を言うまでもなく 「せーの」の合図で歌い始めた。流石、、
兵庫高校の生徒である。あの集中力、あの一体感。久しぶりに爽快感を味わった。あれができ
た６７回生は「いい仲間」として、残り一年の高校生活をきっと充実したものにできると確信
している。

それぞれの現状や目標は様々であっても、修学旅行の思い出を心に 「仲間同士」で支え合、
い、競いながら、自分の信ずる道を力強く歩んで欲しい。

皆さん、ご苦労様でした。

今回は “修学旅行特集”としてお届けし、
ます。修学旅行委員さんに‘原稿依頼’を依
頼しました。どんな人が登場するか、楽しみ
にして読んでください。
まずは、修学旅行委員を代表して・・・

修学旅行委員長を務めて
E. H.７組

みなさん！北海道での修学旅行、満喫する
ことができましたか？
僕は委員長を務めましたが、はじめは決ま

った仕事がなかったからでしょうか、あまり
委員長としての実感がわいていませんでし
た。しかし修学旅行中、皆がどの企画でも一
生懸命楽しんでいる姿をみて、修学旅行委員
で頑張ってよかったな、と思えました。

この修学旅行、はじめは不安なことも少し
あったけれど成功して本当によかったです。
先生方や修学旅行委員の皆には本当に感謝し
ています。ありがとうございました！

さあこれからは気持ちを切り替えて勉強を
頑張りましょう……

次に 「ルスツでの修学旅行」といえば、、
やはりスキー・スノーボード実習ですよね。

スキー実習
K. Y.３組

この修学旅行でスキーの実習を選択して、
楽しみな気持ちと不安な気持ちでいっぱいで

した。スキーは小学校や中学校のときに数回
したことがある程度で転けて痛かった思い出
があり正直見学者コースに興味がありまし
た。

スキー実習一日目、インストラクターの方
がスキー板の付け方から教えてくださり、と
ても安心しました。一日目の午後にはゴンド
ラやリフトにも乗ることが出来ました。

二日目は一日目の筋肉痛がありウェアを着
たり準備をしているときは本当に辛い気持ち
でした。でも板を付けて滑っていたらそんな
ことも忘れてとても楽しい気持ちでした。機
会があればまた北海道の粉雪でスキーを滑り
たいと思います。

初 スノボ
N. K.２組

スノーボードは生まれてから一度もやった
、 。ことがなかったので 正直かなり不安でした

最初に片足だけ履いたときにバランスをとる
のが難しくて転んでしまいました。でも、イ
ンストラクターの方が何回も教えてくださっ
たので少しは滑れるようになりました。実習
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日目には、急な斜面があるコースなどに連2

れて行ってもらい、下手くそなりに頑張りま
した。終盤でご飯に連れて行ってもらったと
きは、班員 名の異常な食べっぷりに驚きを2

隠せませんでした。この修学旅行で、とても
貴重な体験をさせていただきました。

スキー・スノボ実習
H. M.６組

僕はスキーの初心者班で実習をした。最初
は寒いし、だるいし、運動したくないし、正
直乗り気ではなかった。しかし、いざスキー
板をはいてみると、意外と楽しいかもしれな
いなという気持ちになった。そして次第に楽
しくなっていった。 結局乗り気になってい
って、一番楽しかったのは、実習２日目のお
昼からだった。

山の頂上に行って景色を見たが、山ばっか
りで、とても綺麗だった。あんまり上手くは
ならなかったかもしれないが、雪山の景色は
とても綺麗で、いい思い出になった。

スキー実習より
T. N.４組

僕はスキーの初級班でした。僕たちのイン
ストラクターの人は左手をみせて｢こっちは
左手です。神戸ではどう？｣とか話の時にギ
ャグをはさんできたりして変な人でした。で
も、丁寧に滑り方を教えてくれ、スキー以外
にも山の頂上から見える景色の説明や、新雪
で遊ぶ時間を作ってもらってとても楽しく実
習を行うことができました。それに、前回滑
ったときより上手に滑ることができて良かっ
たです。インストラクターさん達のデモンス
トレーションを見てもっと練習して綺麗に滑
れるようになりたいと思いました！

デモストレーション大成功！！
M. S.７組

楽しすぎた修学旅行はあっという間でし
た。けれど、中身の詰まった素敵な思い出と
なりました。 日間のボード実習は幸運なこ2

とに素晴らしい天候でした。私は思い切って
中級クラスを選びましたが、まさかの男女混
合班で足を引っ張らないか不安でした。とこ

ろが最高な雪質の上をみんなで気持ちよく滑
ることができ、勇気を出して中級を選んだこ
とは大正解だったと感じました。

デモンストレーションで全生徒の前で連な
って滑り降りることが成功し、班員皆で「や
ったー！」と拍手しあったことはきっと一生
忘れないと思います。ボードだけでなく山頂

、 。からの景色 彩雲も鮮明に心に残っています
班の皆、お世話になった方々、北海道 本17 ...

当にありがとうございました。

修学旅行
K. N.１組

「まだ終わってほしくない 」そんな思い。
とは裏腹に、神戸空港につき現実に戻されま
した。

よく見ると雪の結晶がみえる綺麗なパウダ
ースノウ。そんな恵まれたスキー場で沢山こ
け、その度に立ち上がり体がバキバキになり
ながらも心が強くなった気がします。来年も
北海道にボードに行きたいと思いました。

スタンツではどのクラスもとても面白く各
クラス団結力が深まったと思います。１組も
ギリギリまでやばかったけど、最後の最後で
完成し、１組らしさの出た最高のものとなり
ました。優勝出来なかったことは残念だけど
このクラスで良かったと改めて思うことが出

!来、嬉しかったです
高校生活最大の行事が終わりましたが、残

り少ない行事も楽しく悔いのないものにした
いです。

すごく楽しかった修学旅行
S. N.５組

めっちゃ楽しい修学旅行でした。
一番楽しかったのはもちろんスキーです。

雪質が全然違ってとても滑りやすく、上達す
ることもできました。また、山頂からの景色
がとてもきれいで、羊蹄山や洞爺湖も見れて
感動しました。最後のデモンストレーション
は先頭で緊張もしましたが、たぶんうまくで
きて良かったと思います。

あと、修委として働けて良かったです。保
健長として少しでもサポートできていたら嬉
しいです。

北海道という全く違う環境で充実した四日
間を送ることができました。二年での最高の
思い出になったと思います。
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あまり知られていない見学者コース！の紹
介を兼ねた感想です。

北海道よりガラナをこめて
R. O.２組

見たことのない風景、触れたことのない空
気、全身が新鮮さに包まれながらこれまでの
人生の十分の一ぐらいを圧縮したような四日
間でした。

二日目に行った洞爺湖は湖の静寂な雰囲気
に遠くに聳え(そびえ)立つ有珠山の荘厳さが
マッチしていてとても美しい景色でした。そ
のあと有珠山にもいきましたが、何よりも感
動したのは昭和新山を初めて見た時で 「こ、
んなに自己主張の激しい山があったのか！」
と思うぐらいでした。頂上付近で煙が出てい
るのを見て地球が生きている事を改めて実感
しました。

三日目の革細工作りで の偽ブBURBERRY

ランドを作ったのは今となってはいい思い出
です。

最後に、こんな貴重な経験をさせてくれた
先生方やインストラクターの方、バスの運転
手さんやツアーガイドの方や生キャラメル作
りを手伝ってくれったイケメン外国人のマー
ティンに感謝します。

雪像運動会・雪像コンテスト・交流会
最終日の小樽散策などなど初めての経験ばか
りの４日間でした。言い尽くせない想いが、
思い出が、一人一人の胸に宝物として残って
いくのでしょう。

友情
K. A.７組

「修学旅行で一番何が楽しかった？」と聞
かれると僕は「友と過ごした自由時間」と答
える。もちろん、スキー・スノボー実習やそ
の他の行事もとても楽しかったが、普段教室
で一緒に過ごしている仲間と北海道の地で生
活するということはかけがえのないものであ
った。生活する上で友達の意外な一面や、バ
バ抜きが弱いやつを知ることができ、何でも
ないことでわいわいするのがとても楽しかっ
た。ここには書ききれないくらいのエピソー
ドや思い出が僕の心には刻まれている。

楽しいことをしていると時が経つのを早く
感じるとよく言われるが、まさにそんな、一
生ものの修学旅行になった！

北海道くんのはじめてやでーって
いう人ー！？

N. N.２組

ずっと前からわくわくしてた修学旅行。始
まるのがうれしかったり、もうすでにさみし
くなったりいろんな気持ちで乗った飛行機は
あっというまでした。着くと神戸では見れな
いたくさんの雪がずっと遠くまで積もってい
ました。真っ白でところどころに人や動物の
足跡があったりしてとてもとても綺麗でし
た。

人生最後の修学旅行でしたがこのメンバー
で綺麗な景色を見たり楽しいスタンツなどが
できて、最高の修学旅行になりました。みん
なありがとう！そしてこれからは受験に向け
てがんばろう！

みんなに感謝
Y. K.１組

あんなに待ち遠しかった修学旅行はあっと
いう間に過ぎ去ってしまいました。

ただ楽しむだけでなく企画する側にも携わ
ることができ、更に思い出深いものとなりま
した。

クラスで協力して つものを作り上げると1

いうのはやはり難しくどうなることやらと思
うこともありましたが、雪像 位に、スタン1

ツは入賞となりませんでしたが私としてはと
ても満足のいくものとなりました。動画を見
返してみるとダンスも完璧、衣装もジブリを
上手く表現してくれていてやり甲斐があった
なと感じました。また中々揃わなかった最後
の決めポーズもばっちり揃っていて感動しま
した。改めてみんなに感謝です。この思い出
を糧に、これからの勉強頑張っていきたいと
思います。
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修学旅行を終えて
H. I.６組

北海道の厳しい環境の中、受験生になる前
に過ごした三泊四日は、私たちにとって忘れ
られないものになりました。

夏休み前から修学旅行委員として、二日目
の夜にある交流会でのスタンツに関わりまし
たが、クラスの中で何をするのかなかなか決
まらず、他のクラスの進み具合を聞くたびに
不安や心配がふくらんできました。しかし、
ダンス部の人たちの指導と、クラスの皆の協
力もあり、入賞は逃したものの、大いに交流
会を盛り上げることができたと思います。

これからも６組として過ごす残り少ない時
間を素晴らしいものにしていきたいと思いま
す。

修学旅行
T. O.４組

僕は修学旅行委員で交流会の係をしていま
した。交流会係は主にクラスのスタンツを決
める係です。しかし、冬休みが終わるまでほ
ぼ何も決まっていませんでした。クラスの人
からも大丈夫？と声をかけられたりもしまし
た。でも、冬休みが終わると全員一致団結し
てダンスの練習や小道具作りをしました。そ
のおかげでスタンツで優勝することができま
した＼( )／^o^

小樽観光では 万円のオルゴールを見2100

たり、おいしいお寿司を食べたりと、十分に
満喫できました。
人生最後の修学旅行はとてもいい思い出に

なりました。本当に感謝の気持ちでいっぱい
です。ありがとうございました！

とても楽しかった修学旅行
M. K.５組

とても楽しく、充実した四日間でした。私
は交流会の委員だったので、みんなで休日に
も集まったりして、一生懸命練習したダンス
が成功したことが一番嬉しかったです。

その他にも、クラスの修学旅行委員で企画
をして、バスでビンゴをしたり、雪上運動会
でよい成績を残せたりと、クラスのみんなと
より団結することができ、より仲良くなるこ
とができた四日間だったと思います。このク
ラスでいられるのはあと少しだけど、今まで
よりも楽しみたいです。

楽しかった修学旅行
Y. K.３組

この修学旅行はとても楽しい思い出になり
ました。雪上運動会や交流会や小樽観光など
いろんなイベントがありました。ぼくはその
中でいくつか印象に残ったことがあります。

一つ目は北海道の寒さです。寒いと聞いて
できるだけの防寒対策をしたんですが、思い
のほかにあたたかくて、残念でした。

二つ目は夕食の豚肉です。シナモンかよく
わかりませんでしたが奇妙な味付けで食えま
せんでした。

いろいろありましたがこの修学旅行で様々
なことを吸収したので、これからの生活に活
かしていきたいと思います。

これからの予定

（木） ～ 限授業・掃除2/13 1 3

（金） 推薦入試・生徒休業2/14

（土） 土曜教室2/22

（木）～ （木）2/27 3/6

学年末考査
（金） 卒業式2/28

（木） 通学路清掃3/6

（金） 球技大会3/7

（月） 学年集会・個人写真撮影3/10

（火） 大掃除3/11

（水） 複数志願入試3/12

（水）～ （金）生徒休業3/12 14

（月） 人権学習3/17

（火） 卒業生講話・教科書販売3/18

（水） 合格者発表・生徒休業3/19

（木） 終業式・大掃除3/20


