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「明るい未来」 

               ＰＴＡ会長 可知 真一  

 

卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。

また、保護者の皆様、お子様のご卒業、誠におめで

とうございます。 

そして、校長先生をはじめ先生方におかれまして

は、優しく、時には厳しくご指導いただき、保護者

を代表して厚く御礼申し上げます。 

さて、君たちが生まれて、一八年が経ちました。 

生まれてきてくれた日の感動は今でも忘れません。

小さくて素直だったころから、口数が少なく、どう

接したらいいか戸惑った反抗期。そして、高校３年

間で大きく成長して、いろんな話をしてくれるようになったことが、どれ程嬉し

かったことか。 

この３年間での成長を見れば、皆さんが沢山の努力をして、大きな壁を必死に

乗り越えてきたこと、そして、その先に明るい未来を見つけたことが、想像でき

ます。 

楽しいこと、うまくいったこともあれば、辛いこと、悲しいこと、挫折して涙

を流したことも沢山あったでしょう。 

３年前、まだ子供だった皆さんが、自分の足で壁を乗り越え、見違えるように

立派で勇敢な青年に成長してくれました。これ以上の嬉しいことはありません。 

これから、進学や就職で社会に出ることになります。親として不安が無いとい

えばうそになりますが、立派になった君たちの活躍が本当に楽しみです。 

一宮南高等学校で学んだ、知識、体力、愛情で、世界中のいろいろな分野で活

躍することでしょう。めいっぱい楽しんで、最高の人生を送ってください。 

でも、時には人生が行き詰って先が見えなくなることもあるでしょう。ですが、

あきらめる前に必ず周りの誰かに相談して下さい。 

皆さんの周りには、皆さんを助けてくれる仲間や家族が必ず待っています。な

ぜならば、皆さん自身も仲間や家族を勇気づけ、助けてきたからです。 

最後になりますが、尊敬するイチローさんの言葉を送ります。 



「自分がやると決めたことを信じて、やっていく。でも、それは正解とは限ら

ない。間違ったことを続けてしまうこともあるが、そうやって遠回りすることで

しか、本当の自分には出会えない。」以上です。 

卒業生の皆さんには心からの祝福を送りまして、お祝いのあいさつとさせて

いただきます。 

 

 

 

 

 

「想像力を磨け」 

                                          校長 森 直人  

  

保護者の皆様、お子様のご卒業を心からお祝い申し

上げます。皆様には、これまで物心両面で本校のために

お力添えをいただき、本当にありがとうございました。 

 

本校は、校訓「創造と勤勉」のもと、学校目標として

「学力と人間力を育成し、自己実現を図ること」を掲げ、

これまで教育活動を実践してきました。卒業を迎え、多

くの生徒の皆さんがその期待に応え、立派に成長して

くれたことは、教職員一同、この上ない喜びです。 

 

私は３年前、３９回生の皆さんが入学されたのと一緒にこの学校に赴任して

きました。そしてこの３月末で定年退職となります。教員生活の最後の３年間を

皆さんと過ごすことができて、本当に楽しかったです。印象深いのは、始業式で

「いいねー」と言い合った自己紹介ゲーム、文化祭オープニングでの数々のパフ

ォーマンス、体育祭の応援合戦、私もリレー競技で教員チームのアンカーとして

走り、無事ゴールできました。部活動の応援先で見た皆さんの必死の頑張り、修

学旅行でのラフティング体験、そういえば、夜の交流会でのイントロ当てクイズ

で、わざわざ私にわかるようにキャンディーズの春一番を入れてくれましたね。

他にも、夏休みに８０人以上を相手に小論文補習をしたこと、合格ダルマを手作

りしたことなど、たくさんの良い思い出ができました。本当にありがとう。 

 

さて、今まさに本校を卒業し、未来に向かって飛び立とうとしている３９回生



の皆さんに、ぜひ心がけてほしいことは「想像力を磨け」ということです。ここ

で言う想像力とは、クリエーション（創造力）ではなく、イマジネーション（想

像力）のことです。この「想像力を磨け」という教えは、私の大学時代の恩師の

言葉です。この言葉を私は大学卒業後も人生の目標としてずっと大切にしてき

ました。その言葉を皆さんに贈ります。 

 

想像力を磨くためには、３つの条件が必要です。一つ目は「広い視野を持つこ

と」です。子供は自分の身の回り半径１０ｍ以内のことにしか興味関心がありま

せん。皆さんは、地域レベル、国レベル、世界レベルで物事を考えられる、広い

視野を持った大人になってください。 

 

二つ目の条件は「知識を蓄えること」です。高校までの学習は、どちらかとい

うとやらされている勉強でした。しかし、大学などでのこれからの勉強は得意を

伸ばすための勉強が中心になります。豊富な知識に裏付けられた深い想像力を

めざしてください。 

 

そして、三つ目の条件は「経験を積み重ねること」です。「百聞は一見にしか

ず」という諺があるとおり、実際に経験しないとわからない痛みや苦しみ、喜び

や感動というものがあります。デジタル・ネイティブと言われる皆さんだからこ

そ、実体験を大切にしてください。 

 

ネット上には、相変わらずフェイクニュースと感情的な短い言葉でのやりと

りが溢れています。その結果、世の中全体に、自分と異なる意見や価値観を認め

ない、不寛容な空気が覆っているように思います。皆さんは、物事の一面だけを

見て、ゆがんだ判断をしないようにしてください。広い視野、深い知識、豊富な

経験、この３つをかけ合わせてイマジネーション（想像力）を高める努力をぜひ

してほしいと思います。 

 

最後に、本校卒業生であることに、誇りと自信を持ち、未来を自らの力で切り

拓いていってください。皆さんの前途に幸多からんことを、心より祈念していま

す。 

 

 

 

 

 



「祝辞」 

 

学年主任・７組担任 小坂 正紀 

 

入学式からはや３年が経ち、この一宮南高校での日々は今日ついに最後の日

を迎えました。この場所に制服を着て全員で集まることはもうありません。これ

まで毎日の当り前だったことが、いよいよ全て終わるのです。長いようで、でも

終わってみればあっという間の高校生活の中で、皆さんはどんな財産を手にし

たでしょうか。知識、経験、成長、思い出、友人など、どんなにお金を出しても

手に入らない、かけがえのないものばかりだったのではないでしょうか。 

皆さんは毎日授業を受け、補習を受け、それでもまだ家に帰っても勉強してき

ました。志望校には必ずしも合格できるとは限りません。学力は大人になって必

ずしも仕事で使うとも限りません。それでも、毎日諦めずに勉強してきたことで

鍛えられた精神力、忍耐力、集中力は、この先どんな困難にぶつかっても乗り越

えるための原動力となるでしょう。結果だけに固執せず、最後まで悔いのないよ

うにやりきったことに全員で胸を張りましょう。 

部活動でも、平日だけでなく休日まで、目標を持って全力を尽くす姿が見られ

ました。勉強と同様に、必ずしも良い結果が出るとは限りません。ましてや将来

プロになる卒業生など、普通なかなかいません。それでも、毎日一生懸命努力し

てきたことで、体力、継続力、向上心、人間性の成長を実感できたはずです。勉

強との両立に悩んでも引退まで頑張ってくれたこと、本校の伝統を継承してく

れたこと、本校を代表して活躍してくれたことを誇りに思います。 

さらに３９回生は学校行事も大好きでした。修学旅行、遠足といった非日常を

楽しむ底なしの明るさ。球技大会や南高祭では優勝への執着心や団結力。年に数

回しかない学校行事の中に、無数の笑顔や感動が溢れていました。生徒だけでな

く、職員にとっても充実した時間を過ごさせてもらいました。卒業アルバムにも

掲載しきれない、大量の素晴らしい写真がアルバム付属 CD にも入っています。

何気ない日常も含めて、たくさんの楽しい思い出を作ってくれたことに感謝し

ています。 

３９回生の一番良いところは、その性格にあります。明るさ、前向きさ、優し

さ、素直さ、仲の良さ。辛くてもいつも笑顔を絶やさない生徒、誰かが泣いてい

たら慰めてあげる生徒、頼まれていなくても掃除や黒板消しを手伝ってくれる

生徒、財布を拾ってもちゃんと届けてくれる生徒、志望校に合格したらすぐ職員

室に来てお礼を言って回る生徒、自分の受験が終わっても友達の受験を応援す

る生徒、学校が好きで、学校生活を楽しみ、１日も欠席や遅刻をせず登校する生



徒。入学から３年連続で学年の約１００人が皆勤賞も受賞しました。私たち職員

も日々感心させられました。 

もちろん、この３年間は決して楽しいことばかりではなかったと思います。私

自身もそうでした。悲しいことも、悔しいこともありました。落ち込む日も、眠

れない日もありました。でも絶対に諦めませんでした。皆さんに諦めない人にな

って欲しかったからです。テストで失敗しても、試合に負けても、やめないで欲

しい。進路や友人関係で悩むことがあっても、時間が経てば必ず立ち直って欲し

い。どんな集団の中にいても、つねに一番頑張った人を目指して欲しい。だから

やれることはすべてやって欲しい。学力や体力だけでなく人として強くなって

欲しい。その一心でした。そして今、３５５人もの立派な卒業生を送り出すこと

ができることを何より嬉しく思います。 

同級生も、もしかしたら先生も、この先それぞれ違う道に進みます。でも、ど

んなに月日が流れても、いつも同じ空の下で大切な人たちが輝き続けています。

「一宮南高校」という１つの共通点でずっと繋がっています。同じ時間にここに

居られたこと、最高の３５５人と出会えたこと、その保護者のご協力を得られた

こと、尊敬できる全職員と一緒に仕事をさせていただいたこと、この３年間は私

にとっても青春でした。私は３９回生の皆さんなら、卒業後も自分で考え、自分

の力で壁を乗り越え、活躍し、幸せになっていってくれると確信しています。ま

た元気な姿を見せてくれる日を楽しみにしています。３９回生と、携わったすべ

ての人たちの明るい未来を祈念し、祝辞とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

「与えられる人から与える人に」 

 

１組担任 太田 修弘 

 

「よし、将来は教員になろう。」そう決意した小学校６年生の夏から１０年、

念願叶って教師となった私にとって、初めて担任した学年が君たち一宮南高校

39回生でした。 

入学式、君たちの前に立った時、恐らく君たち以上に緊張していた日のことを

今でも覚えています。それから振り返ってみれば、あっという間の 3 年でした

ね。 



日々の授業の中で見せてくれた成長。学校行事で見せてくれた普段の学校生

活では見られない姿。部活動では時に悩み、時に悔し涙を流し、それでも乗り越

えて逞しく成長していく姿を見せてくれましたね。数えきれないくらいの心が

震える瞬間を君たちと共有できたこと、私にとって人生の宝物です。本当にあり

がとう。 

 さて、君たちの一宮南高校での３年間はこれで終焉です。しかし、人生はまだ

まだこれからです。そして君たちはこれから確実に「大人」になっていきます。

これまでは大人から知識や情報や経験を「与えられる人」でしたが、今後は「与

える人」になってほしいと思います。そのために、今後、次のステージでも、学

び続ける姿勢と、誰かのために何かをする姿勢を大切にしてほしいです。大学や

専門学校での学びに一生懸命取り組むことはもちろん、ボランティアでもアル

バイトでも、何でもいいです。何か、自分の力を他人のために使えるような、そ

んな人になって欲しいなと思います。 

 卒業生の皆さん、３年間、お疲れさまでした。これからも一宮南高校を旅立っ

た３９回生のみなさんが活躍し続けていくことを願っております。また、どこか

でお互い成長した姿で会いましょう。卒業、本当におめでとう。 

 

 

 

 

「卒業おめでとう」 

 

２組担任 宮田 敬 

 

 年度当初の「学年通信」で、 

「この１年に登る坂道は、一番勾配がキツいものだろう。しかし、登り切ったあ

との景色は、今までみたことのない絶景なはず。前を見て上を見て、みんなでそ

の景色をみよう」 

と記しました。 

 さて、今の立ち位置からの景色はいかがですか？ 

 絶景ですか？ 気分爽快ですか？ 

 ４月からも周囲の風景は変わりますが、坂道は続きます。心がささくれたりク

シャクシャになったときには、下界の高校時代の楽しかった景色を糧に、自分を

鼓舞して、これからもその坂を上り続けてください。 

  卒業 おめでとう。 



｢自らつかむ未来｣ 

 

３組担任 三井 惠里加 

 

 ３９回生の皆さん、卒業おめでとう。初めて担任を持たせていただいた学年の

生徒が卒業を迎え、立派に巣立っていく姿を見送ることができるのは教師とし

てとても幸せです。思い返してみるとこの南高での毎日には様々な思い出があ

ります。皆さんはどうですか？楽しかったこと、つらかったこと、頑張ったこと、

３年間という短い時間の中にたくさんの思い出が詰まっているのではないでし

ょうか。ここで一度読むのを中断して、どんな思い出があるか思い出してみてく

ださい。 

さて、春からは新たなスタートです。南高生として３年間、同じ時間を過ごし

てきた皆さんですが、今後はそれぞれの道を歩んで行くことになります。期待で

胸がいっぱいな人もいれば、大きな変化に少しだけ不安を感じている人もいる

でしょう。一人一人道は違いますが、｢大人｣に近づいたという点ではみんな同じ

です。では、｢高校生｣から｢大人｣になるとどのような変化があるのでしょうか。

私は｢求めなければ、なにも与えられなくなる｣ということが大きな変化だと思

います。｢高校生｣のときは課題や小テストなど、成長するための機会はたくさん

与えられていました。間違いを犯せば叱ってくれる人も周りにたくさんいたこ

とでしょう。ところが｢大人｣になるとその機会は少なくなってしまいます。それ

にも関わらず、皆さんはこれから｢大人｣として｢高校生｣よりも高いレベルを求

められるようになります。高校を卒業してからも、多くを学び成長する必要があ

るのです。だからこそ、自ら学び成長する機会を貪欲に求めてください。先ほど

｢求めなければ、なにも与えられなくなる｣と言いましたが、言い換えれば｢求め

れば、与えられる｣ということです。本を読んだり、講演会に参加したり、ボラ

ンティアや今までやったことのない活動をしてみたり…。与えられるのを待つ

のではなく、自分から求めてください。未来は与えられるものではなく、自らつ

かむものです。 

最後に、もしも｢大人｣として自ら学び成長していく中で困難にぶつかったら、

高校生活で先生方に言われたことを思い出してください。きっとヒントがあり

ます。自分に自信がなくなったら、高校生活で自分が頑張ったことを思い出して

ください。こんなに頑張ることの出来た自分は大丈夫だと思えるはずです。つら

くなったら、高校の仲間を思い出してください。あなたの支えになってくれます。

特になにもなくても、たまには高校の楽しかったことを思い出してください。懐

かしく暖かな気持ちになれると思います。この文の冒頭で思い出してもらった



高校生活での思い出があなたの宝物になりますように。 

 

 

 

 

 

「そして季節は巡る」 

                                      

４組担任 船橋 淳子 

 

  皆さんの卒業を嬉しく思い、心からお祝いします。皆さんとは３年生の１年間

を一緒に過ごしただけですが、この『濃い』時間を共有することになった運命に

は感謝しています。卒業に当たり、共に過ごした、皆さんにとっての高校生活最

後の１年を振り返ってみます。 

 

春－受験生の実感が持てず、なんとかなると思ったり、訳もなく足がすくんだ。 

夏－天王山と言われながら、これでいいのか確信が持てないままイタズラに時

間が過ぎてしまった気がした。 

秋－なりたい自分に近づいていけない焦燥感に泣きたくなったこともあった。 

冬－日没が早くなる頃、やっとこれでいいと思える日々が続くようになったの

に、時間が足りない。でもその顔は、もう逃げてはいなかった。 

そして今・・・太陽がその高度を再び上げ始め、大きなうねりを乗り越えた顔を

明るく照らす。 

 

 未来を予測する最善の方法は、それを自分で作り出すこと。だから、過去の経

験を生かして、今日を精一杯生きることが明日の自分を作るのでしょう。夢は思

い描いた瞬間にその手の上にあり、あとはそれを掴もうとする意志だけだと言

います。 

 今、これからの人生の第一歩が始まります。ここまでやってきたすべてを自信

にして、支えてくれるすべての人の暖かさを追い風にして、さあ、扉を開けて新

しい自分に会いに行きましょう。心地よい風とともに新しい春が待っています。 

  

 

 

 



「私とは誰か」 

 

５組担任 岩田 圭輔 

 

おめでとうと笑いながら、やはり卒業はさみしいです。３年間、あなたの顔を

見るのが日常でした。昨日も会ったし、今日も会えました。けれど明日からはい

ないのですね。高校生活はもうおしまいです。これから新しい段落が始まります。 

異質な存在と遭遇し、未知なる体験を通して新たな自分を獲得していく。それ

が小説の定番です。しかし、事実は小説よりも奇なり。人生は不可思議に満ちて

います。１８歳の想像を超えた出来事が今後待ち受けているはずです。 

案外、魅力的な人間は街のあちこちにいるものです。平凡な暮らしの中に多彩

な幸福が舞い込んでくるものです。一方、社会は厳しい所でもあります。他人に

嫉妬し自信を失う日があるかもしれません。理不尽な仕打ちに歯を食いしばる

日もあるでしょう。 

ただ、困難はきっかけになります。どうしても苦しい瞬間は逃げてもいいけれ

ど、いつか向き合ってもらえたら。答えの出ない迷いや悩みこそ、大切にしてく

れませんか。 

そして、最後はあなた自身の考えを尊重してください。自分で考え、自分で選

択する。その決断はきっと素晴らしいものです。あなたの人生は、あなた以外に

誰も歩むことのできない道です。人から笑われたっていい。あなたにしか紡ぐこ

とのできない物語を進んでください。一体、私とは誰なのか。新しい段落で探し

ていってください。 

 

 

 

 

 

「ゴールは次のスタート」 

 

６組担任 廣瀨 海渡 

 

１年４組だった人は覚えていますか。１年４組学級通信第１号で「ゴールは次

のスタート」と書きました。３年前の高校入試を経て、中学校を卒業するという

「ゴール」がやってきたと思いきや、すぐに高校生活という新しい「スタート」



を迎えました。そして今、その高校生活が「ゴール」となります。次はそれぞれ

が全く違う「スタート」を切ります。環境が大きく変わり、これまでやってきた

ことが通用しなくなることも多くなりますし、物事がすべて自分の都合の良い

ようにやってくるわけでもありません。「与えられた環境の中で、どれだけ自分

の最大限を発揮できるか」という力がこれまで以上に求められます（これは２年

９組の学級通信第９号で書きましたね）。どんな環境（集団、ルール）なのかを

的確に把握し、その中で自分のポテンシャルを最大限発揮してください。 

さて、高校生活を振り返ると、真っ先に怒涛の受験生活が思い出され、後悔や

未練を感じてしまう人もいるでしょう。この先も後悔や未練、あるいは停滞感を

感じることもあるかもしれません。行き詰まったときは、勇気を出して自分の殻

を破ってください。破るためには「インプットをしましょう。刺激を受ければ行

動も変わる」はずです（これは３年６組学級通信第５号で書きましたよ）。多く

の人と交流してください。今までにしたことのないことに挑戦してください。苦

手なものに向き合ってください。新たな発見が得られるはずです。そして、それ

を自分の人生の糧にしてください。みなさんが少しでも充実した人生が送れる

ことを切に願っています。 

最後に、みなさんを３年間教えられて幸せでした。みなさんに教える立場なの

に、それ以上に教えられたことが多い気がします。ありがとう。そして、卒業お

めでとう。 

 

 

 

 

 

「“ Stay Hungry、 Stay Foolish “」 

 

８組担任 髙桑 浩 

 

 ３９回生の皆さん、卒業おめでとうございます。卒業に向けて何か一言言いた

いと思います。それは、３年生を担当すると必ず言うことなのですが、 ’Stay 

hungry、 Stay foolish’ という言葉です。これは、今から８年前に亡くなったア

ップル創業者のスティーブ・ジョブズ氏がある大学の卒業式のスピーチの最後

の締めくくりの部分で、ある雑誌から引用した言葉です。この言葉の意味は、よ

く「ハングリーであれ、愚か者であれ」という日本語を当てはめていますが、 

本当の意味はいろいろ考えられるはずです。’hungry’ ‘foolish’ 文字通りの意味の



ほかにも意味があります。自分で調べてみて、自分に合った解釈をしてみるとよ

いでしょう。私なりに考えたことは、「どんなことにも満足せず、どん欲に自分

の中にいろいろ吸収していこう。そして、常識やありふれた自分でいるのではな

く、いい意味で人と違っていることが大切だ」という意味だと思います。 

君たちは、これから新たな道へ進みますが、いろいろなことを吸収して進化

(進歩)していってください。高校を卒業すれば、すぐ大人になります。成長した

姿を見せにぜひ、君たちの母校であるこの一宮南校へ来てください。楽しみにし

ています。 

 

 

 

 

 

「いつも“いい顔”で」 

 

９組担任 井上 元成 

 

顔はその人の意思、気持ち、生への姿勢を映し出します。 

 部活動に真剣に打ち込む“いい顔”、学習時に一生懸命考える“いい顔”、学校

行事を味わい尽くすほど楽しむ“いい顔”。それぞれの表情は違います。しかし、

一生懸命な表情とその姿勢は人の心を動かすことができるほど素敵なものです。 

 幼少の頃は、ほぼ持って生まれた顔のままで人生を送りますが、大人になるに

つれて「生き様」や「人格」が顔に表れてくると言われています。人の顔は「人

生経験の履歴書」とも言われ、生活環境、習慣、人との関わり方、全ての外的要

因が表情に大きな影響を与えるそうです。大事な局面での選択も本人の生き様

であり、その後の表情に影響を与えます。毎日を一生懸命生きることができる人

は、誰しも良い表情で生活しています。みなさんは日々どのような表情で生活し

てきましたか？小学生、中学生の時よりも素敵な表情で生活できましたか？ 

３９回生全員が“いい顔”をしているか。もっともっとみんなを“いい顔”に

してあげたい。そして自分もいつも“いい顔”でいたい。この３年間はそんな思

いで毎日みんなの前に立ってきました。次のステージでも“いい顔”で生活し、

周囲の人を“いい顔”にしてあげて下さい。卒業おめでとう。 

 

 

 



後輩へ『贈る言葉』 

 「目標に向かって」 

３年１組 大林 湧 

 

在校生の皆さんにはそれぞれの目標に向かう中で、これからの高校生活をよ

り良いものにしてほしいと思います。そこで、一宮南高校の生活で中心となる

「勉強」と「部活」を頑張ってほしいと思います。 

まず、勉強は１・２年時に基礎を固めることが大切になります。そのために、

日ごろの予習や復習を行ってください。そうしないと３年生になったときにす

ごく焦ります。大変なことだと思いますが続けるようにしてほしいと思います。 

 次に、部活です。練習が辛くてやめたくなることもあるかもしれませんが最後

まで続けてください。最後まで粘り強くやりきることで身についた精神力は今

後受験を迎える皆さんにとって必ず価値のあるものになります。 

 高校生活は長い人生においてみればたったの３年に過ぎないかもしれません

が、だからこそ有意義で実りあるものにしてください。楽しいことだけでなく辛

いこともありますが全力で頑張ってください。応援しています。 

 

 

 

 

 

先輩へ『贈る言葉』 

「先輩へ ～感謝のメッセージ～」 

 

２年８組 岩田 昴也 

 

 ３年生の先輩方、ご卒業おめでとうございます。 

 サッカー部の活動では、僕はいつも先輩方の近くでプレーさせていただき、

様々な姿を間近で見てきました。試合では、点差が開き負けている状況でも

声をかけあってゴールを目指そうとする姿、自分たちよりも大きな相手にで

も体を張ってボールを奪おうとする姿、必死になってタイムアップまでボー

ルを追う姿、どれも本当にかっこよかったです。勝ったときには全員で喜び、



負けたときには悔し涙を流す、そんな姿も鮮明に胸に焼きついています。そ

して、引退後も、部員のことや練習のことで悩んでいるときには心配して声

をかけていただいたり、試合の応援にもかけつけてくださったりして、とて

も心強かったです。 

 また勉強面においても、昼休みも放課後も自習机で学習に励む様子を見て、

僕たちも見習ってがんばっていこうと感じています。そんな先輩方をお手本

にしながら、次は僕たちが後輩を支える存在になれるように、努力していき

ます。２年間、本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

広報活動に携わって 

 

広報委員長 山口 由香 

 

２０１７年の春、入学式後での理事選出で思いもよらず役員となり、委員会の

説明をしていた先輩理事さんが広報委員だった事で始まった、あっと言う間の

３年間でした。仕事をしながらの役員のお勤めは、当初不安しかありませんでし

たが、周りの皆様に助けられ何とかお役を務めさせていただけたと、感謝してい

ます。初めの年の南高祭で「みたらし団子」の販売のお手伝いをさせていただき、

活気のある生徒さん達と触れ合え、楽しい時間を過ごせ、とても良い思い出です。 

最後の年に、広報委員長のお役をいただきましたが、正直、何も出来ていない

委員長ではなかったかとの思いでいっぱいです。申し訳ございません。「役員に

なる」というと、負担にしか思えずどうなるのか不安ばかりでした。ですが、過

ぎてみれば色々な方と出逢う事が出来て、色んな経験もさせていただけたこと

は、何よりの財産となりました。本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 


