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皇 中祭も終 わり、 午後５時 完全下校 になった 途端に、「 秋の日は釣 瓶落とし。」などとつぶ やく今日

入場行進

選手宣誓

バンブーレース
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こ の 頃で す 。 いき な りに 日 が 短く な った わけ でも ない のに 、そ んな 風に 感じ るの は、 この 一ヶ 月、 秋
の 訪 れを し み じみ 感 じる 余 裕 がな い ほど 、皇 中祭 に向 けて 充実 した 時間 を過 ごせ たか らで はな いで し
ょ う か。 夏 休 み前 か ら構 想 を 練り 、 １０ 月に 入っ て皆 がフ ル稼 働で 頑張 って くれ まし た。 片付 けの 時
に 耳に した、「何時 間 もかけ て 作った の に～。」 の声 。祭 りの 後の 切ない 一言です が、私 はこの言 葉に
感動しました。自分で「良くやった。頑張った。」と思える瞬間の積み重ねが、成長そのものだと思う
からです。みなさん、お疲れさま、楽しいお祭りをありがとう。

１ ０月２ ２日・ ２３日 と二日間 に渡り 、皇中祭 が開 催されま した。 一日目は 大学記念
講堂において合唱コンクールや BRB、吹奏楽同好会・合唱同好会の演奏、皇學館大学よ
さこ い部雅 の演舞 が、二 日目はク ラス展 示や茶道 教室 によるお 点前、 保護者会 バザー、
皇學 館高校 吹奏楽 部の演 奏が行わ れまし た。クラ スで 取り組ま れた合 唱と展示 は夏休み
前からの準備もあり、２年生らしく素敵なものに仕上がりました。BRB はクラスの代表
が決まってからの練習でしたが、これまでの成果が十分に発揮されるものとなりました。
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１０月 ２７日 に漢字テ スト が行われ ました 。直前ま で皇中 祭準備 ・本番 があり、 プレ
＜生徒の感想＞

テストの 回数が いつもの 半分 の２回だ けとな りました 。しか しそん な不安 もどこ吹 く風

・今年は自分たちで考え、実行してクラス展示では優勝できたので、嬉しかったです。

と言わん ばかり に短い時 間で はありま したが しっかり と練習 を重ね 、本番 に臨むこ とが

・ 必死で 取り組 みクラ ス展示１ 位だっ たので、 協力 して頑張 った甲 斐があり ました。

できまし た。今 後さらに 難し い漢字が 出題さ れていき ますが 、学年 全体で 継続して 学習

・合唱同好会がきれいな歌声で歌っていたことに驚いた。

に取り組 んでい きましょ う。 また１月 １３日 実施の「 第３回 漢検」 に活か しましょ う。

・ビーズで作った花火を見たお客さんの反応が良くて、嬉しかったです。
・自分たちの作業を他のグループの人が手伝ってくれて助かりました。
・自ら手を動かし試行錯誤していくうちに、良いものが完成して嬉しかった。
・３年生の完成度の高さに驚いたけど、来年はそれ以上のものにする。
・残念ながらクラス展示は入賞できなかったけど、皆の努力が最高の思い出になった。
・ 合唱は 練習を 重ねる につれ、 みんな が本気を 出し 、指揮者 がしっ かりリズ ムをとっ
てくれたので、精一杯歌うことができました。クラスが一つになれた気がしました。
・ 皇大よ さこい 部「雅 」の踊り は迫力 があって とて もきれい だった し、全員 がステー
ジにあがって踊ったのがとても楽しかった。

