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で あふれており︑ 文化祭の中でも 一
番 熱気に包まれて いた︒一グルー プ
三 ︑四曲ほど歌っ ており︑曲が終 わ
る と同時に生徒に よるアンコール の
声が場内に響きわたった︒
個人︑個人が知 っている曲︑知 ら
な い曲はもちろん あるであろうが ︑
友 人の歌う姿︑演 奏する姿︑踊る 姿
を 見て感動した者 も少なくないだ ろ
う ︒音楽に力をも らう︑元気づけ ら
れ るという言葉を よく耳にする︒ 今
回 の脇高祭でまさ にその通りだと い
う印象を受けた︒
一年生にインタ ビューしたとお り
こ のライブは大成 功であった︒大 き
な 事故もなく︑無 事に楽しくライ ブ
を 終えることがで きた︒来年のラ イ
ブにも期待したい︒

音楽の力で魅了
九月六日︑七日の二日間にわたって
行われた 脇高祭︒その中 でも注目を
集めたの が体育館で行わ れたライブ
である︒ 様々なステージ ショーは多
くの人を 熱狂させた︒オ ープニング
ライブで は︑三年生によ るバンド演
奏が行わ れた︒幕が上が るのと同時
にステー ジの下に駆け寄 り︑飛び跳
ねたり︑ 拳を振り上げる 脇高生の姿
は︑すご いエネルギーだ ︒それに応
えるよう に︑ギターやド ラム︑ベー
スの音が 体育館中に響き 渡る︒待ち
に待った脇高祭が始まる瞬間だ︒
出場し たグループは三 つほど種類
があった ︒一つはバンド 演奏︒各自
が楽器を 演奏し︑プロも 顔負けの迫
力のある 演奏を体育館い っぱいに響
かせてい た︒二つ目はカ ラオケであ
る︒中に は弾き語りもあ り︑各自が
披露する歌声は素晴らしいものであっ
た︒三つ 目はダンスであ る︒今流行
の KｰPOP
の代表格︑少女時代や KARA
︑
オリコン一位もたびたびとっている
KB など盛り上が るダンスだった︒
次世代の アイドルを脇高 内で作るこ
とが出来 るほど︑クオリ ティが高い
ものばか りだった︒初め ての脇高祭
を経験した一年生は﹁楽しかった︒
﹁中学校の文化祭と違ってクオリティ
も高く迫力があった︒ ﹁｣みんな盛り
上がることができるのでよかった︒﹂
等︑答え ており︑良いラ イブだった
ことがわ かる︒このライ ブは二日間
行われて いるが︑ステー ジ付近には
飛び上が る生徒や歓声を 上げる生徒
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体育祭前日︑各クラスの熱気が詰
まったアーチが運動場に立てかけら
れた︒体育祭の練習をするために運
動場へと集まる大勢の生徒からは︑
﹁おおー﹂という歓声と共に思い思
いの感想が繰り広げられていた︒
一年生にとっては初めてのアーチ
製作︒想像していた以上に時間を費
やし︑苦労するものだったが︑出来
上がったときの達成感は︑それもま
た初めて味わうものだったに違いな
い︒それに比べて三年生は︑今まで
の経験を活かし︑手際の良い作業と
クラスの団結力で︑より技術の高い
作品を作ることに力をいれていた︒
三年生のアーチ作品はどれもすべて︑

アーチでつながる絆
パフォーマンスで
心をひとつに

毎年個性 豊かに繰り広げ られるク マ ンスだ った ︒また ︑二
ラス対抗の パフォーマンス ︒今年は 年 生では 五組 が二〇 〇点
一年六組︑ 二年五組︑三年 五組がそ と いう例 年ま れに見 るハ
れぞれ学年一位を獲得した︒
イ スコア で一 位を獲 得し
例年にも 増して︑今年は きらびや た ︒トン ネル をつく った
かな小物を 使った衣装が多 く︑輝か り ︑ウェ ーブ を効か せた
しい体育祭 の幕開けとなっ たことで り ︑他の 組に はない 大技
あろう︒特 に三年生はダン スのクォ を 披露し ︑観 る人を 圧倒
リティーも 非常に高く︑観 る人を魅 さ せた︒ そし て︑脇 高祭
了した︒毎 日放課後に校庭 で曲を響 初 参加で ある 一年生 は︑
かせて踊っ ている姿は︑と ても熱意 六組がフレッシュなパフォー
に溢れてお り︑本番ではそ れ以上に マ ンスで 場を 盛り上 げ︑
素晴らしい パフォーマンス を見せて 高得点を得た︒
くれた︒
どのク ラス も順位 をつ
三年生で 特に得点の高か った三年 け られな いほ ど︑素 晴ら
五組の演技は︑ EXILE
の﹁ Choo Choo しい演技を見せてくれた︒
﹂で︑団結力のある力強いパフォー クラスの絆も深まった︒
TRAIN

細部までこ だわったレベル の高い作
品で︑その 存在感は︑一・ 二年生の
作品と比べ ても群を抜いた ものだっ
た︒
生徒全員の協力により︑出来上がっ
た十八枚の 友情のあかしは 実際の大
きさよりも︑大きく見え︑迫力があっ
た︒それら のアーチは︑各 クラスひ
とりひとり の笑顔を表して いるかの
ように︑色 とりどりの個性 豊かな輝
きを放って いた︒その輝き が太陽を
呼び寄せた のであろう︒当 日は雲ひ
とつない晴天にみまわれた︒
そんな恵 まれた天候の下 ︑伝統あ
る我が脇町高校 学校 祭 体育の部は
開催された︒

