脇高タイムズ
去年 の凄 まじ い盛 り上 がり か
ら 一年 ︒今 年も この 季節 がや っ
て きま した ︒も っと もア ツい 行
事と言っても過言ではないでしょ
う ︒か っこ いい ダン スや バン ド
で 全員 が一 体と なり ︑オ ープ ニ
ン グイ ベン トは 大成 功︒ 三日 間
の 脇高 祭は 華々 しく スタ ート し
ました︒
一日 目は ステー ジ企 画に 模擬
店 にと ︑校 内は色 とり どり に彩
ら れ︑ 活気 に溢れ てい まし た︒
特 に三 年生 による 食品 販売 はた
く さん の種 類があ り︑ 回る のが
とても大変でした︒一日限定と

いうこと
もあり︑
楽しみに
していた
人も多か

ったので はない でしょ うか︒ ま
た二年生 の模擬 店もユ ニーク な
ものがた くさん ありま したね ︒
ステージ 企画も 昨年を 越える 盛
り上がりだったように思います︒
ダンス︑ カラオ ケやバ ンド︑ 吹
奏楽による演奏は︑迫力があり︑
大勢の人を魅了しました︒ステー
ジ上でキ ラキラ と輝く 先輩や 同
級生を︑ ﹁来年 は自分 も！﹂ と
憧れの眼 差しで 見てい た人も 多
いでしょ う︒体 育館の にぎわ い
は脇高祭 の成功 を表す 盛大な も
のとなりました︒

文化祭
体育祭
編集後記

よってらっしゃい
みてらっしゃい！

The Brilliant Days

〜今しかないこの瞬間を〜

音楽にかけた
熱い青春

二日間 に渡ったラ イブは︑ど
れも本当に素晴らしかったです︒
全三十組 で作られた ステージは
とても輝 かしいもの でした︒一
日目は弦楽同好会によるコンサー
トから始 まり︑カラ オケ︑ダン
ス︑バンドと大盛り上がりでし

目移り して しま い︑食 券を 購入
すると きに 悩ん だので はな いで
しょう か︒ 中に は全品 制覇 した
人もい るよ うで す︒飾 りつ けも
各クラ スで 雰囲 気が異 なり ︑普
段とは 一味 違っ た校内 にわ くわ
くしま した ︒ま た︑二 年生 は例
年にも 勝る ユニ ークか つ大 胆な
模擬店 がた くさ んあり まし た︒
Ｈ Ｒと ＨＲ のお 化け屋 敷は
かなり 怖い と評 判がよ く︑ 行列
ができ るほ どで した︒ 他に も︑
男装︑ 女装 をし て迎え てく れる
喫茶店 や赤 い鳥 居が印 象的 だっ
た︑縁結び神社︑お祭りにはか
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発行日
９月２７日
毎 年色々 な工夫 を凝 らし︑ 脇
高祭 をより いっそ う盛 り上げ る
模擬 店︒校 内に貼 って ある色 と
りど りのポ スター を見 て︑今 年
も楽 しみだ った人 は多 かった は
ずで す︒三 年生の 食品 バザー で
は各 クラス から様 々な アイデ ア
があ り︑幅 広いメ ニュ ーとな り
まし た︒ど れも一 日限 定でし か
も脇 高でし か食べ られ ない味 で
す︒ 甘くて かわい らし いどら 焼
きや ピリ辛 マーボ ー丼 など︑ 食
欲をそそるメニューについつい
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た︒美し い音色に体育館全 体は
包まれた コンサート︑綺麗 な歌
声のカラ オケ︑可愛いダン スは
みんなの 心を魅了しました ︒ま
た︑バン ド演奏は迫力あり ︑圧
倒されま した︒その人の感 情を
乗せたか のような音色は︑ その
場にいた すべての人の心に 響い
たのではないでしょうか︒
一日目 の勢いをそのまま に開
かれた︑ 二日目のステージ もま
た印象的 なものでした︒ス テー
ジ上では ︑大勢の人を前に 緊張
した人︑ 不安だった人もい ると
思います ︒しかし︑それぞ れの
個性ある ステージが︑見る 人︑
聞く人︑ 全ての人に感動を 与え
てくれま した︒どれも全員 の鼓
動が一つ となる最高のステ ージ
でした！

かせ ない 射 的や スー パ ーボ ー ル
すく いな ど があ り︑ 各 クラ ス 新
しい アイ デ アで 脇高 祭 を盛 り 上
げました︒
学 年を 問 わず ︑楽 し そう な 笑
顔と 笑い 声 が絶 えな い ひと と き
でし た︒ こ れが 機会 と なり ︑ 仲
良くなれた人もいると思います︒
また ︑一 年 生は 脇高 祭 のに ぎ わ
いと 楽し さ に驚 いた の では な い
でし ょう か ︒﹁ 今年 が 一番 楽 し
い！ ﹂と 自 信を もっ て 言え る ほ
ど︑ 活気 に あふ れた 雰 囲気 と 輝
く笑 顔は 深 く思 い出 に 残る も の
でした︒

