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「未来を切り開いていく皆さんへ」 

  

ＰＴＡ会長 池戸 武志 

 

卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。 

また、保護者の皆様方、お子様が立派に成長され

この日を迎えられましたことを、心よりお祝い申し

上げます。 

校長先生はじめ先生方におかれましては、刻一刻

と変化する状況の中、常に生徒たちにとって何が最

善かを考え、導いてくださいましたことに、保護者

を代表いたしまして厚く御礼申し上げます。 

さて、卒業生のみなさんの顔をこうして見渡しま

すと、入学式の時のまだかすかに幼さの残る表情と

は打って変わり、大人らしい凛とした表情を拝見で

き、とても頼もしく感じます。一宮南高等学校において 3年間という、長い人生のご

く一握りの時間の中でこうして立派に成長をすることができました。これはひとえに

勉強や部活動、課外活動をとおして達成感、時に挫折感を味わいながらも一生懸命に

前へ前へと進み学んだ結果です。 

ご卒業を祝すご挨拶ではありますが、昨年から猛威を振るう新型コロナウイルス感

染症という未曾有の出来事について言及しないわけにはいきません。みなさんは当た

り前が当たり前ではなくなったこの時代に、高校生活を送り卒業していくとても貴重

な世代です。新型コロナウイルスの影響による休校措置やイベントの縮小や中止に、

どこにもぶつけることができない不安や苛立ち、もどかしさを感じた方もきっといる

ことでしょう。 

しかし一方で私は皆さんが 10 代にしてこの状況を経験したということに大きな意

味があると思っています。知らず知らずのうちに社会や学校、家族に守られている未

成年の皆さんは今、意識して大切な人を守っています。その人の健やかな笑顔を守る

ために、ぐっと耐え忍び思いやる心を育んでいるのです。この経験により培った”忍

耐力”と”思いやりの心”は、これから社会に出て困難に直面した時、その壁を乗り

越えるための土台となってくれると確信しております。 

「雲の上はいつも晴れ」ということわざがあります。このことわざは、天気が悪く

ても雲の上はいつでも青空ということから、今うまくいかなくてもそれを乗り越えた



後には明るい未来が待っている、という意味があります。卒業生の皆さんの今後が輝

かしく晴れ渡りますようにと心からの祝福を送りまして、ご挨拶とさせていただきま

す。 

 

 

 

 

 

「緒方洪庵に学ぶ」 

 

校長 前川 晴彦 

 

 保護者の皆様、お子様が晴れの門出の日を迎えら

れましたことを、心からお祝い申し上げます。また、

これまでの３年間、本校の教育活動にお力添えいた

だき、本当にありがとうございました。 

  今年度は、コロナ禍によって、今までにない我慢

を強いられた年でした。４月当初から学校が休校に

なり、友との会話が奪われ、多くの部活動で、最後

の試合の場、発表の場が奪われました。その中で、

40回生の皆さんは決して肩を落とさず、学校のあら

ゆる活動に対して、自らやるべきことを真摯に取り

組んでくれました。その姿は最高学年の生徒にふさ

わしい、模範となるものでした。卒業生の皆さんは、どうか自分の高校生活に大きな

自信を持ってほしいと思っています。 

 さて、いま世界を見渡せば、新型コロナだけでなく、様々な課題が表面化していま

す。各国で起きる分断、そして地球温暖化と気候変動、少子高齢化や労働人口の減少

など、どれも解決の難しい課題ばかりです。皆さんは、次の時代の主役として、これ

らの課題に真っ向から立ち向かうことになるでしょう。では、そのために、どんな心

構えが必要なのでしょうか。 

 今からおよそ 170 年前に、今の私たちと同じように、天然痘やコレラなどの感染症

と闘った人物がいました。「近代医学の祖」といわれる、緒方洪庵です。 

 洪庵が生きていた江戸時代には、何度も感染症の流行がありました。中でも天然痘

はウイルスによって空気感染し、発症すれば２割から４割が死に至る、恐ろしい病で

した。ヨーロッパではすでに、牛の弱いウイルスを人間に接種して天然痘の免疫を獲

得する「種痘」と呼ばれる方法が発明されていましたが、日本ではワクチンが手に入

らず、天然痘の感染を止められませんでした。 



 そうした中、洪庵は、長崎にやってきたオランダ船が、天然痘のワクチンを持って

きたことを知ります。洪庵は当時大阪にいましたが、手を尽くして待望のワクチンを

手に入れます。さらに洪庵はワクチン接種を早急に進めるため、ワクチンの保管場所

と接種する場所を各地に作り始めます。その数はなんと５ヵ月で 64 ヵ所に上りまし

た。その設立にあたっては、多くの蘭学者、商人、大阪町奉行の役人など、職業を問

わない幅広い援助があったといわれています。 

 ワクチン接種には「治療を受けると牛になる」「子供たちには有害だ」という噂もあ

り、人が集まらないこともありました。それでも洪庵は、貧しい子供には、米やお金

を渡して来てもらったりして、粘り強く接種を続け、10年近くたって、ついに幕府の

公認を得ます。それをきっかけにして日本全国に種痘が広まり、多くの命が救われま

した。 

 私がいま述べた洪庵のエピソードには、これからの時代を生き抜くヒントが含まれ

ていると思います。 

 一つは、洪庵の仕事への向き合い方です。洪庵は「医は仁術なり」（医療とは思いや

りを施すことである）」を実践した人でした。貧しい人からはお金を取らず、お金をも

らっても全て、次の治療の資金としました。洪庵は金や名誉のためでなく、「世のため

人のため」に働く人だったわけです。何のために働くか、誰のために働くかというの

は、一生を貫くテーマであり、皆さんもいつか直面する時が来るでしょう。今後の世

界的な課題の解決のためには、一人ひとりが自分の持ち場で、「世のため人のため」に

貢献する気持ちを持ちながら、力を発揮していくことが求められているのではないで

しょうか。 

 二つ目は、洪庵がワクチン普及のためにとった方法です。洪庵は天然痘のワクチン

接種にあたって、多くの人に協力を求めました。種痘の接種は日本最初の予防接種で

あり、誰もが経験していない事柄です。先ほど述べたように、医者、商人、役人など、

身分を超えた、人的ネットワークのおかげで、洪庵はワクチン接種を迅速に展開する

ことができました。これは、新しいことを始める時、様々な人と協働してアイデアを

出し、解決を図ることの重要性を伝えていると思います。 

 そして、最後に、最も大切なのが、情熱の継続です。ワクチン普及の原動力になっ

たのは、事業に掛ける洪庵の熱意でした。洪庵は 10 年かかって、幕府の公認を得る

ことができましたが、困難があっても熱意を絶やさず考え、突破口を探し続けること

が、今後の社会において必須の能力になると思います。 

 さて、いま私たちは百年に一度といわれる危機の時代を生きていると言われていま

す。皆さんはこれから、現実の社会の課題と向き合い、その解決方法を考える、実践

の場へと飛び立っていきます。緒方洪庵のように、「世のため人のため」に貢献する気

持ちを忘れず、課題の解決に向けて周囲の人々と協力し、粘り強い努力を続けてほし

いと願っています。 

 最後に、卒業生の皆さんが、それぞれの場で時代を創る主役になることを期待し、

私のはなむけの言葉とします。 



「砂漠に咲く花たち」 

 

学年主任・８組担任 古田 真道 

 

40回生の保護者の皆様へ 

ご卒業おめでとうございます。ご入学する前と、ご卒業を迎えられた今では、南高

に対する印象は大きく異なると思います。３年前に抱いていたイメージは、よく言え

ば「勉強・部活・行事のバランスが良い」学校、悪く言えば「中途半端な『一応』進

学校」だったかもしれません。しかし、お子様の成長を一番身近で感じてこられた保

護者の皆様なら、この南高が、全てにおいて全力を注ぎ込む、『生徒の能力を最大限に

伸ばす』学校であると、ご理解いただけたはずです。 

我々教員は、保護者の皆様とは違い、お子様の人生に責任を持つことはできません。

しかし、だからこそ、卒業や合格を目標とするのではなく、その後のお子様の人生を

見据えて、これまで厳しい叱咤激励を重ねてきました。本校のその全力の指導で、ご

負担をおかけしたことは多々あったと思います。理系ではほぼ毎日の朝補習で、お弁

当作りも大変だったことでしょう。新入試やコロナ対応で、多くの不安を抱えたこと

でしょう。それでも南高を信頼し、大切なお子様を３年間お任せいただいたことに、

改めて感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。お子様たちの成長に、

微力ながらも携われたことを誇りに思います。 

 

40回生へ 

この学校に赴任してから、担任として３回目の卒業生ですが、実は１年生からの持

ち上がりの生徒を送り出すのは、君たちが初めてです。「応援される人間になろう」を

テーマに、ここまで努力を重ねてきた君たちは、門限遅刻過去最少、スマホ指導件数

過去最少、部活動所属率過去最高、模試成績過去最高など、南高の歴史を数多く塗り

替えてきました。 

君たちの入学時から、私は合計 10 回も学年通信を書いてきましたが、共通して君

たちに伝えたかったのは、「とにかくがんばってほしい」ということです。応援される

人間とは、がんばっている人間、がんばろうとしている人間です。自分ががんばって

いれば、周りが手を差し伸べてくれることは、この３年間でよくわかったと思います。

たとえそれが「やらされる勉強」であっても、「つらい部活」であっても、「好き勝手

にはできない行事」であっても、君たちは歯を食いしばって努力し、もがき苦しんで

きました。私は、それこそが青春だと思っています。ゴールは卒業や合格ではありま

せん。どんな形であれ、この南高で努力した３年間は、この先の君たちの人生の『核』

となるはずです。私は、その『核』を創り、君たちに自信を持って欲しかったのです。

これから合格発表を迎える生徒もたくさんいますが、結果はどうであれ、やれること

はやったと、せめて自分自身に言い聞かせられるぐらいの努力はできたはずです。「み



んなで努力できた」というその誇りを胸に、今後の人生を歩んでいってください。 

この３年間、とにかく後悔したくないという思いで、私は全力で輝く種たちに水を

まき続けてきました。やれることは全てやったと、胸を張って言えます。そして、君

たちはそれに応え、先の見えないこの砂漠に、たくさんの花が咲く、美しいオアシス

を見せてくれました。君たちのおかげで、また私もがんばれます。 

40回生の今後のさらなる成長に期待し、そしていつか、君たちが応援する側の人間

となることを願っています。卒業おめでとう。 

 

 

 

 

 

「《幸せ》ということ」 

 

1組担任 木村 友子 

 

「幸福の便りというものは、待っている時には決して来ないものだ」 

太宰治『正義と微笑』 

 

「ある人は十銭をもって一円の十分の一と解釈する。ある人は十銭をもって一銭の十

倍と解釈する。同じ言葉が人によって高くも低くもなる。」 

夏目漱石『それから』 

 

 【幸福】…心が満ち足りていること。また、そのさま。しあわせ。（広辞苑） 

     …現在の環境に十分満足出来て、あえてそれ以上を望もうという気持を起 

こさないこと。また、その状態。しあわせ。（新明解国語辞典） 

 

 人の幸せ不幸せは誰が決めるのか。それは言うまでもなくその人自身である。 

「十銭をもって一円の十分の一」と考える人は、おそらく「幸福の便り」を待ってい

る人なのであろう。ある人間にとって、どの窓から外を覗くのか（あるいは覗かない

のか）が、その人間の幸不幸を左右するということだ。 

 このことは決して比喩や詩的な解釈にとどまるものではない。人が自分自身に対し

てどのような言葉がけをするかによって、人生の質を決定的に左右するということが、

神経科学や心理学の研究でも証明されている。自分と前向きな会話ができれば、気分

が晴れ、自信も増し、生産性が高まり、結果的に人生が豊かになるということらしい。 

 この先の人生で、嫌なこと、辛いこと、苦しいことに直面する機会は少なくないは

ずだ。だが、その時「最悪だ」「どん底だ」「やってられない」という言葉を使い、「十



銭をもって一円の十分の一」と考え、いつになったら自分に幸せは訪れるのかと「幸

せの便り」を待ちながらぼやく人間になるのか、「これより悪いことは起こるまい」

「明日があるさ」「かかってこい」という言葉で自分を鼓舞し、「十銭は一銭の十倍」

と考え、「幸せの便り」などあてにしない人間になるのか、君はどちらを選ぶ。 

 「ご多幸をお祈りします」という言葉があるが、それは結局のところ、その言葉を

受け取った人間の見方、考え方次第なのだから、いくら他人が祈っても意味がないと

いうことになる。だがしかし、それでも、私は君に「幸多からんこと」を祈る。と同

時に、君には「幸多き人生」を歩むことが出来る力があると確信している。高校卒業

おめでとう。 

 

 

 

 

 

 「“Have a hope!”」 

 

２組担任 岡田 祐代 

 

「人生を豊かに。小さな世界にいるのではなく、世界を自分の目で見て、様々なこ

とを経験してみて。」卒業生への言葉を送る機会があるとき、私はいつもこの言葉を

書いていました。でも今年の卒業生のみなさんには、別のメッセージを送ろうと思い

ます。 

 

“Hope” is the thing with feathers-    「希望」は羽をつけた生き物 

That perches in the soul-         魂の中にとまり 

And sings the tune without the words-  言葉のない調べをうたい 

And never stops-at all            けっして休むことがない 

私の大好きなエミリー・ディキンソンの「希望」について書かれた詩の一部分です。

アメリカのニューイングランドの田舎町に生まれ育った彼女は、家の外へほとんど出

ず、一生を家の中で過ごしました。そして、生前わずか１０編の詩を発表しただけで、

無名のまま生涯を終えました。しかし、現在、１９世紀世界文学史上の天才詩人とい

う名声を得ています。家という狭い世界から出ず、多くのことに実際に触れる機会の

なかった彼女ですが、その詩からは、内面の世界や自然の中にある無限の可能性、精

神の自由を感じられます。なぜこのような閉鎖された、一見自由のない環境にも関わ

らず、希望に満ちた深く広い精神性を持っているのか、と初めて彼女の詩に出会った

ときには驚きました。 

さて、皆さんは覚えているでしょうか。丁度１年前、皆さんの先輩たちの卒業式の



日に、まさかの休校が発表されました。その後は、これまでの学校の当たり前が通用

しない 1 年がはじまり、大学受験の変更にも振り回され、今までにはない不自由さ、

不安を感じていたのではないでしょうか。そして今、その辛さを乗り越えた皆さんの

成長した姿に、頼もしさを感じます。通常ではなかったと言われる今年度。きっと例

年よりも辛いことは多かったはずですが、また得たものも非常に大きかったと思いま

す。 

さあ、ここからがスタートの皆さんですが、もしかしたら今後の大学生活、社会人

生活も、今までは普通と思っていたことができない世界かもしれません。依然として

私たちの生活に影響しているコロナウイルス同様、あるいはそれ以上に今後の人生で

は、予期せぬことや、これまでの価値観では解決できないことが出てくると思います。

私が英語教員として、ぜひ皆さんにしてもらいたかった、実際に世界に出かけて行っ

て、英語を使い、様々な国の人とのコミュニケーションから様々な価値観に触れるこ

とも、まだまだできません。でも、身体的には自由でなく、可能性が狭められるよう

に感じても、ディキンソンのように心を自由にし、現状を変えていくことは可能です。

大人でも答えが見つからない時代だからこそ、心を柔軟に、自分の人生に大きな希望

をもって生きていって下さい。本当にご卒業おめでとうございます。皆さんのご活躍

をお祈りしております。 

Good Luck! 

 

 

 

 

 

「何事にも前向きに」 

 

3組担任 犬飼 翔太 

 

40回生のみなさん、ご卒業おめでとうございます。２年前、前任校で３年生を一度

も担当することなく異動してしまった私にとって、みなさんは教員になって初めての

卒業生です。高校卒業という、みなさんの人生の重要な節目に関わることができ、非

常に嬉しく思います。 

 さて、４月からは新しい生活が始まります。就職、進学、これからはそれぞれの道

を歩んでゆくことになります。様々な経験をして、夢中になれること、一生を掛けて

取り組んでいきたいと思うことに出会えると良いですね。一方で、やりたいとは到底

思えないようなこと、なぜ取り組まないといけないのか理由さえも理解できないこと

にも出会うかもしれません。一見すると役に立ちそうもない、時間の無駄だと思える

ようなものごともあるかもしれません。 



 後から振り返ってみると、それらがすべて無駄になるかと言われれば、そうでもあ

りません。役に立たないと思っていたことが、思いがけない場面で役立つということ

は意外とあるものです。 

 Apple の創業者 Steve Jobs の有名なスピーチの一節に、次のような文言がありま

す。 

 

You can't connect the dots looking forward; you can only connect them  

looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow  

connect in your future. 

 

先を見越して点と点を繋げることはできない。後から振り返って繋ぐことしか 

できない。だから、将来その点どうしが何かしらの方法で繋がると信じる必要 

がある。 

 

一見無意味に思えることでも、それらの経験と経験が後になって繋がり、大きな意味

を持つ、と Steve Jobs は自身の経験をもとにして語っています。これからみなさん

が迎える「出会い」には必ず意味があると、私は思います。最初から無駄だと決めつ

けず、様々なことに興味を持ち、前向きに取り組んでほしいと思います。 

人は、出会った人たちと経験した出来事によってつくられます。これからみなさん

は、どんな人たちと出会い、どんな経験をし、どんな大人になるでしょうか。数年後、

またどこかでみなさんに会えるのを楽しみにしています。2 年間ありがとうございま

した。さようなら。 

 

 

 

 

 

「より強く より高く」 

 

４組担任 宮田 敬 

 

 天高く聳
そび

えようとする樹木。 

 そういう木々が成長するために、ひどい嵐や荒れる天候なしにすますことができる

のだろうか。 

 稲が実るために、豪雨や激しい陽射しや台風や稲妻はまったく必要ないのだろうか。 

 人生の中での様々な悪や毒。それらはないほうがましで、ないほうが人は健全に強



く育つのだろうか。 

 

 憎悪、嫉妬、我執、不信、冷淡、貪欲、暴力。 

 あるいは、あらゆる意味での不利な条件、多くの障碍
しょうがい

。 

 これらはたいてい疎
うと

ましく、悩みの種になるものだが、まったくないほうが人は強

い人間になれるのだろうか。 

 

 いや、それら悪や毒こそが、人に克服する機会と力を与え、人がこの世を生きてい

くために強くしてくれるものなのだ。 

 

                                                        ＜ニーチェ＞ 

 

 この３年間、君たちはいろいろや悪や毒と戦ってきました。特にラストの１年は、

とんでもないヤツらとの戦いでした。コロナとはまだしばらく続きそうですが、新天

地でまた新たな悪や毒と遭遇するでしょう。しかし、樹木たちはこの３年間で幹は逞
たくま

しくなり、枝葉はより広がりました。今まで以上の風雨にも耐えられるほどに。 

 

 これからも、より強くより高くあり続けられるように…。 

 

 卒業、おめでとう。 

 

 

 

 

 

「挑戦の先には・・・」 

 

５組担任 廣瀨 海渡 

 

 高校３年生になって、精神的にも肉体的にも厳しい１年を過ごしたことと思います。

勉強自体もそうだと思いますが、「自分の進路に向き合うこと」や「高い目標に向かっ

て見えない道を突き進むこと」の難しさ、大変さは身をもって体験したことでしょう。

辛かったはずですが、これを経験していることが今後の人生に良い意味で影響を与え

てくれると私は確信しています。少し自分が精神面で強くなったと思いませんか。少



し物事を多面的にとらえられるようになりませんでしたか。私は３年生の１年間（休

校期間のためもっと短い期間）しかみなさんを見ていませんが、それでも出会った当

初よりたくましくなっていると感じます。みなさんは間違いなく成長しています。そ

れは目標に到達したこと、到達できなかったことという「結果」にかかわりません。

挑戦し続けた「過程」がみなさんをそうさせたのです。 

では、挑戦した先に待っていたのは何だったでしょうか。志望校への合格を勝ち取

ったことでしょうか。そうすると、挑戦して届かなかった人には何もないのでしょう

か。私は違うと思います。成功できなかった人も大きな「学び」を得たはずです。次

に似たようなことがあったら同じことをしないはずです。「こうやったらうまくいか

ない」と学んだからです。挑戦の先には「成功」か「学び」しかありません。挑戦し

なければ何も変わりません。失敗して気持ちが沈むことはあるかもしれませんが、得

られる「学び」の方がはるかに大きいです。恐れずに今後の人生も挑戦し続けてくだ

さい。コロナや周りに惑わされず、自分が信じた道に向かって。 

 

 

 

 

 

 「“ Time flies like an arrow “」 

 

6組担任 小椋 昭一 

 

入学式から卒業式まで、まさに「光陰矢の如し」という言葉のとおり、君たちと過ご

した日々は、あっという間に過ぎ去って行きました。しかし、この短い三年間で、す

ごい勢いで成長した君たちの今日の姿を見ると、本当に感慨深いものがあります。よ

く精神的にも体力的にも成長したと言いますが、一番向上したのは学力だと思います。

数学を例にするとよくわかります。入学したての頃は中学とあまり変わらない「たす

き掛け因数分解」をやりましたね。そこから理系の数学Ⅲでは、「積分して回転体の体

積」を求めるまでになり、とてつもなく大きな進歩を遂げたのです。一宮南高校を卒

業した後も走り続けていく君たちに３年間ずっと思ってきたことを伝えたいと思い

ます。 

「自分の頭で考える。自分の足で立つ。そして、思った方へ進む。」これは、当たり前

だと思うかもしれませんが、そんなに簡単なことではなかったはずです。「週末課題

は、答えを写さず自力でやろう」、「周りが予習してないからといって、予習しなくて

いいことにはならない」などとよく言いました。大学受験を経験した今、その時のこ

とを思い出してみてください。周囲の動きに流され自分の考えを言えなかったり、自

分を見失っていることに気づかなかったりするものです。これからの大学生活やその



後社会人になった時には、今よりも自由になる反面、責任ある行動が求められます。

また、何事も順調に進むとは限りません。思い悩むこともあるかもしれません。自分

に自信が持てない時には、「じっくり、ゆっくり、一歩ずつ」進めばいいのです。速さ

ではなく、とにかく自分の足で進んで行ってください。 

物理では、すごく速く走っている人は、時間がゆっくり進むらしいのですが、何かに

すごく集中している人は、時間が速く過ぎていくように感じられるものです。 

 君たちの今後の活躍を期待しています。そして、また元気な姿を見せに来てくださ

い。 

Congratulations on your graduation ! 

 

 

 

 

 

「卒業おめでとう」 

 

７組担任 福田 裕花 

 

 振り返ってみるとあっという間の３年間でした。初めてみなさんに出会った入学式

の日、期待に胸を膨らませながらも拭い去れない不安の中、ともに歩き出した日を懐

かしく思います。３年生になってからは勉強に追われ、さらに大きな不安の中、なん

とか踏ん張って登校した朝もあったことでしょう。実を言うと私自身の気持ちが沈む

朝もありましたが、教室に行って笑顔で過ごしているみなさんの顔を見ると、そんな

気持ちは忘れてしまいました。この３年間、保護者の方やクラスメイトに教員、多く

の人の支えを実感する日々だったのではないでしょうか。しかし、そんなみなさん自

身もまた、誰かの心の支えになっています。学校で元気な姿を見せてくれてありがと

う。みなさんがいたことで乗り越えられたことが多くありました。 

 最後に、「応援される人間になろう」という学年目標を卒業後も心に留めておいて

欲しいと思います。私自身が社会に出てどうしても実感してきたことの一つは、自分

一人の力で解決できる物事は限られている、ということです。みなさんが困難にぶつ

かったとき、周囲の協力は無条件に得られるものばかりではありません。自分自身で

声を上げることはもちろん、声を上げたときに助けが得られる人間であるか、という

のは必要な要素であると思います。これから社会に出て行くみなさんは新たな環境の

中、この一宮南高校で培った経験を糧に前に進んでいくのでしょう。そのときに、あ

なたを「応援したい」と思う人が周囲に集まる人であってほしい。そしてどんな困難

も乗り越えていってほしい。みなさんのこれからに幸多からんことを心から祈ってい

ます。 



後輩へ贈る言葉 

「今を大切に」 

 

３年４組 松浦 茉鈴 

   

在校生の皆さんには、これからの高校生活１日１日を大切にしてほしいと思います。 

  私たち 3年生が受験生として過ごしたこの１年間は臨時休校から始まりました。分

散登校を経て、ようやく通常登校になった時、すでに２ヶ月が経っていました。その

後も遠足が延期になり、校外模試は全て校内実施になりました。また、楽しみにして

いた文化祭での模擬店も不可能になりました。特に部活動で、３年間の最後の大会が

いつあるのかわからない、開催できるのかもわからない状況は、本当につらかったで

す。毎日がコロナの恐怖と悔しさと闘う生活でした。 

  しかし、前を向かなければなりません。これから私は看護の道に進みます。このコ

ロナ禍における１年間で私は「自分は看護師に向いているのだろうか」「常に危険と

となりあわせの状況で人のために働くことができるのだろうか」などと何度も何度も

自問自答してきました。時には不安を覚えることもありましたが、それ以上にコロナ

禍で医療従事者の１人として先頭に立って闘う看護師という仕事に大きな必要性を

感じ、看護の道に進むことを決心しました。私にとってこの決断は夢に向けての大き

な１歩です。私はこれから今できることを全力でやり、明日に向かって、夢に向かっ

て１歩ずつ進んでいきます。 

  今このコロナ禍においては、いつ何が起こるのかわかりません。突然明日から部活

動禁止や休校など当たり前だった日常がある日突然奪われてしまうこともあります。

だからこそ、日々の生活が当たり前だと思わずに、''今''を大切に過ごしてほしいと

思います。次があるからと考えず、今できることを全力でやってほしいです。応援し

ています、頑張ってください。 

 

 

 

 

 

先輩へ贈る言葉 

「卒業される先輩方へ、心を込めて」 

 

２年３組 松井 一叶 

 

 先輩方、ご卒業おめでとうございます。 



 私が入学した時、先輩方が１歳差とは思えない程大人に見え、「１年後には後輩か

らこう見られるのだろうか」と思いながら、皆さんの背中を見ていました。 

コロナ禍で唯一先輩方と一体感を得られることの出来た「南高祭」。喜びと悔しさ

を共有し、先輩方のパワーを体で感じたこと、私にとって大切な思い出です。先輩方

が引っ張っていってくださったおかげで、私たちも成長することができました。 

私はソフトテニス部に所属しています。先輩方には『感謝』、この一言に尽きます。

先輩方は、常に向上心を忘れることなく、目標を持って突き進んでいく姿勢を、私た

ち後輩に示してくださいました。その素晴らしい姿勢は、今私自身が自分の目標に向

かって進んでいく原動力であり、これからもそう在り続けたいと思っています。 

今後先輩方は、これまで以上に様々な人たちとの出会いがあると思いますが、新し

い環境でより一層自分らしく輝かれることを願っています。 

最後になりましたが、卒業される全ての先輩方に感謝の気持ちを込めて心から、あ

りがとうございました。 

 

 

 

 

 

｢広報活動に携わって｣ 

 

                         ＰＴＡ広報委員長 古川 潤子 

 

ＰＴＡ理事になり、理事会など数回でしたが学校に足を運ぶことで、様々な学年の

保護者の方々との交流ができたり、先生方から学内の様子や進路などのお話を聞ける

という、私にとって思わぬ収穫がありました。 

子供が高校生になると、保護者が学校に出向くことは少なくなります。ですが、広

報委員の活動は、学校行事を参観し、ＰＴＡだよりの執筆をするという内容でしたの

で、子供たちの学校生活に常に関心を持つことができて良かったと感じています。 

ただ今年度は、広報委員長の役割をいただいたものの、コロナ禍でほとんど活動が

できず、残念でなりません。中でも一番の心残りは、広報委員の取材のメインである

南高祭の内容が大きく変更となり、保護者観覧も中止となってしまったことでした。

来年度は、南高祭ならではの活気ある企画が無事に開催されることを願っております。 

最後に、理事の皆さま、担当の先生方、３年間大変お世話になりました。ありがと

うございました。 


