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67回生 学年通信 201４年５月２２日発行

２２号ゆ～かり～ぶす
兵庫高等学校第３学年

その２その２文化祭特集文化祭特集

今号は21号に引き続き、文化祭で活躍した部や

各クラスの取り組みを紹介します。

見えないところで多くの人たちが悩み、考え、工

夫し、自分の今できる精一杯のことを全力でやって

いる、そんな姿が印象的です。

企画する大変さ
K. K.

私は今回の文化祭の吹奏楽ステージの企画
係をしました。お手伝いという形だったので
すが、想像以上に仕事が多く大変でした。ス
テージの構成や照明、 年生の演出を考えた1

、 。り 年生にダンスなどを教えたりしました1

年生には入部して日が浅いのに裏方から演1

出までたくさんのことを手伝ってもらいまし
た。
当日はほとんど不都合なくステージを終え

ることができました。立って見てくれている
、 。お客さんもいて 吹いていて楽しかったです

他の 人の企画係に感謝しています。本当に3

ありがとう！
これから 月 日の定期演奏会に向け吹6 13

いていて楽しい演奏ができるように練習を頑
張りたいと思います！

感謝感謝の最後の演技
I. K.

悔いなく最後の演技を披露することができ
嬉しく思います。

私の主観に基づく演技指導。褒めることは
なかなかなく、いつも改善点ばかり指摘し、
部活が嫌になることもあったと思います。お
互いに部活に対する文句を言い合っても、劇
練習に入るとパッと意識を切り替え励んでく
れた姿はとても心強かったです。本番では、

予期せぬハプニングや、緊張から台詞を忘れ
た後輩たちに対して慌てることもなくアドリ
ブで対応する姿はたくましく、つい最近まで
演劇に関わったことがないとは思えませんで
した。

兼部で忙しい中、最後まで演劇部員でい続
けてくれてありがとう。感謝ばかりです。私
たちも先輩たちのように、引退しても卒業し
ても後輩たちを見守っていこう！

最高のラストステージ
I. W.

先日の文化祭ではたくさんのご声援ありが
とうございました。文化祭実行委員をはじめ
として、放送部や先生方など多くの方々に支
えられ、最高のステージで踊らせていただき
感謝の気持ちでいっぱいです。

思いっきり踊って、涙を流したり、抱き合
ったり、大好きな仲間と過ごした全ての時間
が、かけがえのない宝物です。

こんな盛大な最後を迎えられるなんて本当
に幸せだと思います。今、思い出すだけでも
寂しいですが、ダンス部で活動できたことを
誇りに思います。そして、 に出会えａｉｍ
てよかったです。素敵な
時間をありがとうござい
ました。
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1組
M. Y.SUBモト ハマWAY

私は店長をしてものすごく大変だったけど終わってみたら結構
楽しかったなと思いました。最初は自分が何をすればいいか分か
らなかったけれど クラスの人が何かできることあったら言って！、
と声をかけてくれたし、 先生のサポートもあってなんとか仕事H

をこなすことができました。
当日は材料が足らなくていろんな人に買い出しで走り回ってもらったり、すごく慌ただしく

てすぐに終わった印象です。
一瞬だったけど、文化祭でクラスが団結したように思います。もう 回文化祭したいなぁ。1

2組
Y. M.Ｌａｓｔ 店長

昨年に引き続いて店長をやりました。 実際によく働いてくれたのはクラスの皆の方で、特
に副店長はよくやってくれました。

最後の文化祭。天気も悪く、売り上げも悪かったけど、大成
功です。もう、この兵庫高校で文化祭をすることがないのが、

。 、寂しいです 一人一人が店長である自分より動いてくれたので
とてもやりやすかったです。ありがとう。特に ！！T

３組
Y. M.感謝

文化祭の期間中、あらゆる場面で感じたことだ。準備の段階
からたくさんの人に役割があり、皆がそれぞれの所で頑張って
いた。そうした作業をする中では、思い通りにいかなくて嫌な
思いや大変な思いをした人もいたはずだ。しかしそれでも大き

な問題なく成功したのはみんなのおかげ！ありがとう！
そして最後の 品を売り終わった後、みんなからの「感謝」として大きなパンケーキを貰っ1

たのだが、何故か顔を突っ込むことになり、さらにその数分後今度はシュークリームを食らう
ことになるとは (笑) 終わった～という感慨にひたる時間は全くなかった(笑)...

4組
K. M.串

高校最後の文化祭。店長という重大な任務を担うことになっ
た。焼き鳥、フランクフルト、マシュマロ。これらは「串屋ひょ
っつ」のメニューだ。どれもおいしくお客さんに喜んでもらえた
気がする。利益等を考える際、文化祭の日が雨という予報だった

のですごく大変だった。けれど、みんなの活気のおかげで雨もあまり降らず、予想以上に売り
上げることとなり、大成功となった。

模擬店運営はクラスみんなの協力があってこそだ。色々な面でクラス
のみんなに助けてもらったので感謝している。食べ物を売ることの楽し
さと難しさがほんの少しだけ分かった２日間となった。
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5組
Y. K.兵庫生として

先日、兵庫高校生として最後の文化祭が終わりました。正
直僕は店長をやることになるとは思ってもみませんでした。

日を追うごとに店長としての役割をしっかり果たせるか、
不安と緊張が増していきました。そして一般祭当日、朝から
あいにくの雨だったせいか、今までにない不安感で頭がいっぱいでした。でも文化祭をしてい
る間は意外と天気もましで、何よりクラスの雰囲気が校内祭とは格段に違いました。活気にも
溢れていて、店の回転も速く、やっていて楽しかったです。

最後になりましたが、副店長をはじめクラスのみんなには本当に感謝
しています。看板制作など文化祭当日までいろんなことを助けてもらい
ました。ほんまにありがとう！！！

6組
K. M.最高の『マ久保ナルド』

皆様、僕たち「マ久保ナルド」のハンバーガーは召し上がられましたか？きっと最高におい
しかったのではないかと思います。僕たちのハンバーガーには３年６組の一人一人の思いがつ
まっているからです。

僕自身、部活の大会で準備を抜けたりすることもありましたが、そのような中でこの店を創
り上げていくことができたのは、クラスのみんなの団結力の
おかげでした。一人一人がそれぞれ自分にできることをし、

「 」 。そのみんなの力が集まって マ久保ナルド が完成しました
店長として３年６組のみんなと最高の思い出を作ることが

できて、本当によかったです。ありがとうございました。

7組
Y. H.最後の文化祭

文化祭で店長をするにあたって、私は最後まで自分の責任を果たすということを意識した。
店長の仕事は、私が想像していたよりも多く、中でもレシピを決めるのが困難だった。私のク
ラスは箸巻きを作ることになったのだが、箸巻きは何種類にするか、どの種類がどのくらい売
れるだろうかなど考えることが多く苦労した。他にも色々あったが、その都度クラスのみんな
に手伝ってもらいながら、なんとか形にしていった。
文化祭当日も、みんなでなんとか店を回した。労働は大変なことだと悟った。自分自身、

杓子定規な考えで迷惑をかけることが多かったが、クラス
のみんなが手伝ってくれたおかげで、良い文化祭になっ
た。

店長という仕事を通して、良い経験を積ませてもら
い、私自身が大きく成長できた良いきっかけになったと
思う。
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文化祭、クラスや部で夢中になって楽しみました。春の定期戦、プレーヤーとして、
また応援する者として精一杯戦いました。このように“最後の”と名の付く行事や試合
が一つまた一つと終わっていく中で、いよいよ受験生としての自覚を持ち、将来を見据
えながらがんばり始めている67回生が増えてきました。
受験勉強がもう既に軌道に乗っている人、試行錯誤しながらペースをつかもうとして

いる人、まだ文武両道でがんばっている人、さまざまだと思いますが、大切なのは、
です。今やっていることがすぐに得点という結果として出てこなくても、継続すること

勉強をし続けることが肝要です。 です。継続は力

今日なしうるだけのことに全力を尽くせ。
しからば明日は、一段の進歩あらん。

アイザック・ニュートン

季節の言葉

さつきばれ五月晴れ

(さみだれ)昔は梅雨のことを、五月雨
と呼んでいました。旧暦の五月(今
の暦では六月)に降る雨だったから
です。

なので その時期のどんよりした
雨雲を、五月雲 と呼び、(さつきぐも)

雨続きの日がふっと途切れて現れる、
抜けるような青空を五月晴れといい
ました。

ですが、いまでは新暦の五月のさ
わやかな晴れを、五月晴れと呼んで
います。かつてと今で、暦の変化に
伴い、言葉の意味も変わっていきま
す。

巣から飛ぶ燕くろし五月晴れ

原 石鼎

お詫びと訂正

号の ページ21 2

A. H.【 】 展示部門誤
A. H.【 】 装飾部門正

気付いてましたか？

学年通信の紙の色が 年次の時より2

緑の色が少し濃くなっています。
年次は白でした。徐々にではある1

けれど、確実に成長している皆の姿
を表しています。

☆☆これからの予定☆☆☆☆☆

(金)5/23

中間考査
(木)5/29

(金) 代休5/30

(月)～ 講習開始6/2

(木) 限 進路ホームルーム6/5 7

受験カード記入
(金) 放課後 全国マーク模試6/8

国語〈 分〉80

(日) 全国マーク模試6/10

(木) 限 施設利用6/12 7

(木) 限 コーラス練習6/19 7

(木) 限 生徒会立会演説会6/26 7

(水) 保護者会( 日)7/2 2

期末考査
(火)7/8

(水) 球技大会7/9

(木) 床磨き7/10

(金) 合唱大会7/11

(土) 全国記述模試：卒業生講話7/12

(月) 合唱大会決勝7/14

(火) 全国記述模試7/15

(金) 終業式7/18

(火)～ (木) 前期講習7/22 31

〈校外〉8/10(日) 全国マーク模試
(月)～ (木) 後期講習8/18 28


