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卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうござ
います。

保護者の皆様、卒業の門出を迎えられた
ことを心よりお慶び申し上げます。私も、

卒業生の保護者の一人としてともに慶びたいと思います。
卒業生の皆さんはこの３年間で、多くのことを学び、多

くの人と出会い、多くの経験をされたことでしょう。
そのことを、これからも忘れないようにしてください。
さて河瀬高校には、「志成」という素晴しい校訓があり

ます。皆さんは、河瀬高校での学生生活を通してこの校訓
について、学んで来られたことでしょう。卒業後は「志
成」を実践する機会が皆さんの目の前に大きく開かれてい
ます。この「志成」を実践するうえで、もう少し具体的な言
葉があります。

ＳＭＩ（サクセス・モチベーション・インスティチュート）の
創始者であるポール・J・マイアーは、「鮮やかに想像し、熱
烈に望み、心から信じ、魂をこめた熱意をもって行動すれ

ば何事も必ず実現する。」と述べ、「志」（目標や成功）と
それを実現した時の自分の気持ちや姿を鮮明にイメージす
ること、そうなりたいと心から願い、そうなると決意し、情
熱と努力を傾けることの大切さを強調しています。
「志」（目標や成功）は各自によって異なります。前途に

ある困難や障害もそれぞれ違います。その「志」に向かっ
て行くのは私ではなく、あなた自身です。必要なことは、そ
んな困難や障害に立ち向かうための勇気です。
また、「豊かさの世界」というテーマで、「あなたの潜在

能力の大きさ、強さを信じてください。」「目標に向かっ
て段階的に進むことを計画してください。」とも述べ、自
分に自信をもって、焦らず計画的に実践することも強調し
ています。卒業生の皆さんが、今後多くの困難を乗り越
え、各自の「志」が達成されるように期待しています。
最後になりましたが、保護者の皆様には、今日までPTA活

動に対して多大なご理解、ご協力を賜りお礼申し上げます。
教職員の皆様には、子供たちに熱心なご指導をいただ

き、支えてくださったことを心より感謝申し上げます。

「志・・・成る」ために

ＰＴＡ会長　寺本　英二



河瀬中学校・高等学校ＰＴＡだより(2) 平成30年（2018年）３月１日発行 第 98 号

卒業生のみなさんご卒業おめでとうございます。保護
者の皆様におかれましても重ねてお祝い申し上げます。
また、今日の日を晴れて迎えることができたのも、日々
熱心にご指導下さった先生方のおかげと深く感謝申し上
げます。

河瀬高校で過ごした時間は、勉強や部活動などの様々
な取り組みによって、皆さんが実感していなくても三年
前とは見違えるほど皆さんを立派に成長させていて、そ
の過程で自分の将来像や叶えたい夢なども、より具体的
にビジョンを持てるようになったと思います。これから
も今の新鮮な気持ちを持ち続けて邁進していただきたい
と願っています。

皆さんがこれから踏み出していく社会は楽しいことや
満足できることばかりではなく、それ以上に辛いことや
厳しいことの方が多いと思います。これからの人生では
今まで以上に長い時間を過ごすことになりますから、将
来どのような人生を歩むかは、これから経験の方がより
大きく影響を受けると思います。子ども扱いはされず、自
分の意思が尊重され、選択肢が増えて行動範囲も広がり
ますが、その分の責任も大きくなりますから、様々な困難
や悩みにぶつかって苦労もすると思います。そんな時に
は親や家族の支え、先生方のご指導、友達との繋がりな
ど、今までの学校生活を振り返り経験してきた一つ一つ
の事柄を思い返す時間を作ってください。そして、より一
層自分を磨き、仲間と喜びを分かち合いながら困難を乗
り越えて輝かしい未来に羽ばたかれることを願っていま
す。

教育振興会会長 藤居　和義
卒業によせて

卒業生のみなさん、ご卒業おめでとうござい
ます。保護者の皆様、お子さまのご卒業誠にお

めでとうございます。
生徒指導委員会では、毎月一回、登校時にあいさつ運動を

行っています。あいさつを交わした生徒の中には、卒業生
のみなさんもたくさんおられたことでしょう。人から「おは
よう」と声をかけられた時、どのような気分でしたか。自分
から「おはよう」と声を出してあいさつした時、どんな気分
でしたか。自然と表情がゆるみ、たくさんの笑顔に出会えた
のではないでしょうか。
みなさんが歩んでこられた教育の社会は、あいさつが当た

り前に行われている社会です。これから飛び立たれる一般の

社会では、そうではないかもしれません。そこで、マナーの
基本はあいさつからと言われるように、日々何気なくするあ
いさつがとても大切になります。あいさつが持つパワー、そ
れは相手に敬意を表すとともに、コミュニケーションを行う
きっかけを作るものであり、相手の心を豊かにすることがで
きます。
あ 明るく 　い いつも 　さ 先に 　つ 続けて 

先手必笑、自ら笑顔で、できれば相手の名前を呼んでからあ
いさつをしてみてください。
「親しき仲にも礼儀あり」

卒業後もこれまでと同じように、気持ちのよいあいさつを心
がけてください。
学校でこれまでに学んだこと、出会った仲間は、みなさん

の人生の大きな財産となり、大きな支えとなります。これか
ら無限に広がるみなさんの活躍を期待しています。

親しき仲にも礼儀あり
PTA副会長（高校）・生徒指導委員長

本田　真司

卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。保護者
の皆様におかれましても、お子様のご卒業まことにおめ
でとうございます。９年間の義務教育課程を無事修了さ
れ、晴れてこの日を迎えられたお子様の姿に、感慨もひと
しおのことと思います。

３年前の春、皆さんは大きな希望と多少の不安を感じ
ながら入学式に臨まれました。それから３年、毎日の勉強
はもちろんのこと、部活動やその他学校のあらゆる活動
を通して、多くのことを学び、心身ともに大きく成長され
ました。振り返れば楽しかったこと、辛かったこと、たく
さんの仲間と過ごした様々な経験が、大切な思い出とし

て心に刻まれているのではないでしょうか。
春からは高校生活が始まります。新しい人との出会

い、勉強や部活のレベルも上がり、ぶつかる壁もこれま
でより高く厚いものになることでしょう。次の３年間は
より将来を見据えた行動が求められます。私たちは皆、
学業やスポーツ、仕事などにおいて自分なりの目標を立
てて、その達成のために日々努力しています。目標達成
には、常に「どういう状態になりたいか」を意識するマイ
ンドを持ち、それを実現するために諦めることなく行動
し続けることが大切です。

中学卒業を機に、今一度「なりたい自分」をイメージ
し、この河瀬中学で過ごした３年間の経験を糧に、次のス
テージでも大いに活躍して下さい。期待しています。

卒業おめでとうございます
PTA副会長（中学） 大林　博幸

三年生の皆さん、ご卒業おめでとうございま
す。保護者の皆様、お子さまのご卒業、心より

お祝い申し上げます。また、保護者の皆様からいただきまし
た、これまでのご支援・ご協力に対しまして、厚く御礼申し上
げます。
私が、みなさんに直接関わらせていただいたのは、ちょう

ど一年前の4月からでした。始業式や一学期末のPTAだより
でもお伝えしたように、自らchangeしてchallengeすること
をchanceと捉えて、「変革する人」であるようにとお願いし
てきました。また、二学期のたよりでは、変革していく中
で、「不易なるもの」の大切さにも目を向けるようにお願いを
してきました。
こうしたお願いを分かりやすく実行してくれたのが、先に

行われた平昌オリンピックの選手団です。なかでも、スピードス

ケートの活躍は目を見張るものがありました。500ｍ・1000
ｍの小平選手、1500ｍの高木選手。小平選手はソチオリンピ
ック後、自分の現状を見つめなおし、世界の舞台で戦える選
手に成長すべく、直ちにスケート大国オランダに単身留学
し、自分の可能性を広げました。高木選手はオランダのコー
チとの出会いにおいて、英語を使ってコミュニケーションを
とるなかで、広い視野をもって競技に臨むことができるよう
になったようです。ソチの時にはメダル候補にも名を連ねる
ことはなかった小平選手が金メダル。ソチには出場さえかな
わなかった高木選手が銀メダルです。パシュートではチーム
で金、見事なchangeであり、challengeだったと思います。
先日、某車のメーカーのパンフレットを何気なく見ている

と、「changeはchallengeの中にある」とありました。まさし
くそのとおりであり、挑戦には変化がつきものです。また、同
時にリスクも抱えることになります。一本芯を持ちながら
（不易なる部分を守りながら）リスクを取る勇気を持つこと
で、人は大きく変化することができます。未来ある皆さんの
「これから」に期待して、お祝いの言葉にしたいと思います。

校　長　小梶　健一
変革と挑戦
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三年前に皆さんを迎えて思ったこと、
そして今なお思うこと、それは、この学年の生徒は素直
でまじめだなあということです。素直でまじめであるの
は人間として決定的に大切なことです。美徳といっても
いい。この美徳が自分のために、人のために、何かに向
けて発せられたとき、誠実さとなるのです。自分のため
とは、自分勝手、利己的とは違います。将来の自分のた
めに時に自分を叱咤激励し、時に自分を賞揚することを
いうのです。将来への展望を抱きつつ今現在を精一杯生
きること、自分の生に責任を持つことをいうのです。し
かし、人間は誠実でさえあればいいのではありません。

社会に出て働くと、さまざまな性格や思考、年齢、さ

まざまな国の人と関わることになります。人には忖度を
期待するくせに自ら働きかけをしないのではやってゆけ
ないのです。甘えを払拭し、積極的に自分を他者に開く
ことが求められます。それを強

したた

かさといいたいのです。
強かさは自分のため、他者とわかり合うため、わかり合
って仕事をしていくためのもので狡猾さとは違います。
世の中の多くの仕事は一人ではできません。さまざまの
美点や得手を生かし合ってチームで取り組むのです。私
はこの学年団がとりどりの彩なすものであったことをう
れしくも思い、感謝もしています。

皆さん、仕事は生活の糧を得るものですが、苦しみで
もあります。ただ、それを苦しみのみにしない工夫、心
のありようが求められるのではないでしょうか。これは
誠実さにつながっていきます。

誠実さと強かさを持ち合わせ、変転きわまりない世の
中にあって自分を生かし切ってほしいと願っています。

高校３年学年主任 石田　宗己

誠実さと強
したた

かさ

卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうご
ざいます。皆さんは河瀬中の３年間で、勉強、部活、
様々な行事など貴重な経験をたくさん積み重ねて大きく
成長しました。その成長の度合いは「誠実さと勤勉さ」
に比例するのではないかと思います。私たちは、「簡単
だからこっちを選ぶ」、「今の自分には必要ないからこ
れは適当にやっておく」など自分本位な考えに基づいて

行動しがちですが、一見役に立ちそうにないところに物
事の本質が隠されているものです。ノーベル賞受賞者や
プロスポーツの世界における超一流の選手は、一般の人
間が気づかないようなところに本物の価値を見いだして
いるのでしょう。そして、最後まであきらめずに取り組
み続けてきた結果が偉業となるのだと思います。私たち
は、偉業のみならずその背後にある目に見えない「誠実
と勤勉」に対して賞賛を送るのではないでしょうか。皆
さんには、日本人の伝統ともされる「誠実と勤勉」を大
切にして生きていってほしいと思います。

中学主任 宮川　敬一郎

誠実と勤勉



河瀬中学校・高等学校ＰＴＡだより(4) 平成30年（2018年）３月１日発行 第 98 号

くちびるに歌を持て、
心に太陽を持て

高校３年

１組
「あなたに逢えてよかった。あなたには希望の匂

いがする。」毎朝、片道25分間の通勤時、車の中
で歌を口ずさんでしまう。時に高らかに熱唱してし
まう。それは自然と身についた儀式のようなもの
で、教室で生徒たちと顔を合わせる前の心のチュー
ニングのようなものでした。”Far beneath the bitter
snows lies the seed, that with the sun’s love in the spring
becomes the rose.” “You’ll find that life is still
worthwhile if you’ll just smile.” “I know I need to be in
love.” お気に入りの歌はたくさんありますが、朝

歌う歌はいくつかに限られています。振り返ってみ
ればそれらの歌詞は、皆さんにいつか知ってもらい
たい真理を伝えているものばかりです。機会があっ
たら聞いてみてください。毎日会うみなさんの一人
一人からは「希望の匂い」がしていました。人生に
は思いどおりにならないことがつきものです。辛い
時、悲しい時こそ希望の歌を歌い、心の中にある太
陽を輝かせてください。みなさんの人生に幸多きこ
とを、遠い場所から祈っています。

私は中学からの六年間を河瀬で過ごしてきまし
た。クラスではみんな仲が良く、学園祭などの行事
では強い団結力と豊富なアイデアで私たちらしい思
い出の数々を作り上げてきました。どれも素晴らし
い経験ですが、私にとっては何よりも普段の何気な
い学校生活が今も色褪せずに心に残っています。そ
れは、友達と交わす会話、先生の授業、母が作って
くれたお弁当、放課後汗を流した部活動、夕暮れで
楽しげにはしゃいだ帰り道。毎日同じことを繰り返
していたようでも、時には壁にぶつかり、傷つき、
なやんで、もがきました。どんなに苦しくても、隣
を見れば一緒に泣いて、笑ってくれる友達、温かく
熱心に指導してくださった先生方、そして一番近く
で見てくれていた家族の支えがあったからこそ乗り
越え、成長することができました。
卒業を前にして、当たり前のようにあった日々が

キラキラと輝くものに見えて、過去になっていくの
が寂しく思えてきますが、かけがえのない日々と支
えてくださった方々への感謝を胸にこれからの新し
い道を歩んでいきたいと思います。本当にありがと
うございました。

高校３年１組担任
濵川　綾

高校３年１組 木原　睦

河瀬での日々

私は、「河瀬高校に来てよかった」と心
から思える充実した三年間を送ることがで
きました。」特にハンドボールに熱中した
日々は忘れられません。近畿大会出場を目
標に、チームが一丸となって努力しまし
た。その過程で、気持ちの行き違いが生
じ、苦しい時もありました。しかし、もう
一度原点に返り、チームが同じ方向へ向
き、互いを尊重し、本音をぶつけ合うこと
で、チームとして大きく成長しました。そ
の結果として目標を達成できたことは皆の
努力が報われたような気がして嬉しかった
です。部活動を通して、技術だけでなく、
礼儀や挨拶など人として大事なことを学び
ました。そして、辛い時も共に乗り越えて
きた仲間には、伝えきれないほどの「あり
がとう」でいっぱいです。また、熱心に指
導し、支えてくださった先生には本当に感
謝しています。私にとって、こんなに良い
仲間に出逢えたことは、一生の財産です。
これからもこの部活動での経験を生かして
頑張ります。

高校３年２組担任
横山　康子

高校３年２組　川﨑千由紀　
ありがとう思いやりを大切に高校３年

２組
卒業おめでとう。私にとってみんなの存在はとても大きく、

教室や授業、部活動で見せてくれる笑顔や頑張る姿に元気をも
らい、励まされ、助けられ、みんなと関わった時間や経験が私
を大きく成長させてくれました。充実した三年間を本当にあり
がとう。最後に私が大切にしている言葉をみんなに贈ります。

孔子は論語の中で、人が生涯を懸けて行うものは「恕」であ
ると説いています。さらに「己の欲せざる所、人に施すこと勿
れ」と続けています。「恕」という文字には「己の如く人を思
いやる」という意味があり、「誠実な生き方や深い思いやりを
持つ心こそ人として生きるための大切な道」として使われてい
ます。周りの人と関わり合いながら他人の痛みや苦しみや喜び
を自分のことのように感じたり、支え合ったり励まし合いなが
ら自分の感性を磨き、成長することは生きていくうえで本当に
大切なことです。

これから先の人生でも出会った人との繋がりを大切にして、
自分が嫌だと感じることは人に対してせずに「思いやりの心」
を人から与えてもらえるような人に、そして周りの人に「思い
やりの心」を与えられるような人になってくれることを願って
います。
みんなの人生に幸多かれ！
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出会いを大切に高校３年

３組
私にとって河瀬高校で過ごした三

年間は、とても有意義なものでし
た。今振り返って一番伝えたいこと
は感謝の気持ちです。部活動、修学
旅行で仲良くなった友人、進路の相
談に乗ってくださった先生方、三年
間私が学校へ行くのを見守ってくれ
た家族など、本当にたくさんの人に
支えられて今まで過ごすことができ
ました。特に、私は進路について悩
みがたくさんありました。受験勉強
では思うように捗らず、焦り、不安
な日々が続きました。けれども、そ
の日々を乗り越えることができたの
は、先生方、友人、家族の励ましが
あったからです。

卒業後は、それぞれが違う道に進
みます。今まで以上に大変な日々が
待っていると思いますが、河瀬高校
で成長できたことに感謝と誇りを持
ち、自分の夢をかなえられるように
頑張ります。

高校３年３組担任
堀　　貴恵

高校３年３組 中小路　桃果

大切な三年間

私は消防士になるのが夢でした。
その夢を実現するために三年間、学
校と公務員の勉強の両立に力を入れ
てきました。公務員試験は普段学校
で習っている内容とは違うため、悩
み、くじけそうになりました。そん
な時助けになってくれたのが、先生
方や友達の存在です。試験が近づく
につれ不安だった私に先生は親身に
相談に乗り、アドバイスをください
ました。苦手な作文や面接も、私が
納得いくまで何度も指導してくださ
いました。勉強がつらい時には学校
で友達と話すことで気持ちを落ち着
かせることができました。

夢を実現させるために努力した結
果、合格することができました。こ
の先大変なことがあると思います
が、学校生活で得た何事にもあきら
めずに努力することの大切さを忘れ
ず、立派な消防士になれるように頑
張ります。今までお世話になり、あ
りがとうございました。

高校３年４組担任
木村　有加

高校３年４組 疋田　拓真

未来を切り拓く卒業おめでとう高校３年

４組
ご卒業おめでとうございます。河瀬高校でみなさんと過ご

した毎日は私にとってかけがいのない時間だったので、みな
さんとの別れは正直に言うと寂しさでいっぱいです。しか
し、新しい世界への旅立ちなので寂しさは我慢してみなさん
の成長を喜びたいと思います。

さて、卒業するみなさんに１つお願いがあります。「やれ
ばできるんだけど…」と言ってばかりで何もしない人にだけ
はならないでください。「やればできる」と言いながら何も
始めない人よりも、「やって」みたけれどできなかった人の
ほうが素敵だと思いませんか。自分ができなかったことを知
り、また違った角度から挑戦することもできます。「やれば
できる」といって何もしない人は本当に自分ができるかどう
かさえわからないのです。私はみなさんに「やってみる」人
になってほしいと願っています。失敗を恐れずにいろんなこ
とに挑戦していってくださいね。そうすれば、河瀬高校の校
訓である｢志成｣にもつながっていくと思います。

これからみなさんは、それぞれが一生懸命考えて決めた道
を進んでいくことになりますが、いつまでも応援し続けてい
ます。また、成長した姿を見せに来てくださいね。本当に卒
業おめでとう。

ご卒業おめでとう。部活動と課題の多さに毎日くたくたに
なっていた１年生。部活動や学校行事、級友とともに主体的
に行動することが多くなった２年生。そして受験生。時には
不安や焦りから泣くこともありましたが、皆さんは前に進み
続けていました。苦しい状況でも友だちへの思いやりを忘れ
ていませんでした。心から「素敵な人たちだな」と誇らしく
思います。３年間頑張ってきた自分自身を褒めてください。

「出会いを大切に。」この３年間で皆さんから学んだこの
言葉を最後に贈ります。私は、皆さんとぶつかったときには
話し合い、何を考えているのか知ることが出来ました。皆さ
んの笑顔や優しさに何度も救われました。皆さんとの出会い
が、私の視野を広げ、頑張る力を与えてくれました。

社会に出ると様々な人に出会います。自分と違う文化や環
境で育った人の考えは、接してみることで徐々に分かってく
るものです。人と意見が違ったときにも、すぐに関係性を終
わらせずたくさん話をしてください。きっとあなたの人間性
が深まることでしょう。また、多くのチャンスにも出会いま
す。経験してこそ得られるものを逃さないでください。出会
いを大切にし、自分の人生をより良いものにしてください。
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私は高校三年間で、一つのことをやり遂げ
る難しさと、それをやり遂げたときの達成
感の大きさを学びました。 私の高校生活の
大部分は部活動でした。私は中学の時に吹
奏楽の楽しさを知り、高校でも続けたいと
思い河瀬高校に入学することを決めまし
た。しかし入部してみると、中学の頃とは
違った厳しい部活であることが分かりまし
た。入部してすぐの頃は、周りのレベルに
ついていけるのか、三年生まで続けられる
のかと不安ばかりでした。しかしそれでも
最後まで続けられたのは、的確なアドバイ
スをくださる先輩や、「いつか一緒にコン
クールに出よう」と励まし合った仲間のお
かげです。そして引退の時には「よくここ
までやってこれたね」と仲間とともに声を
かけ合い、大きな達成感で胸がいっぱいに
なりました。 私はこれから先、河瀬の吹奏
楽部で最後までやり遂げられたことに誇り
を持ち、その仲間を大切にし、辛いことや
苦しいことも乗り越えていこうと思いま
す。ここまで私を成長させてくださった吹
奏楽部には感謝しています。本当にありが
とうございました。

高校３年５組担任
久保川　剛宏

これから始まる河瀬での学校生活に胸を躍ら
せていたあの日から早六年。河瀬で過ごした六
年間は、頂上が雲より高い山をひたすら登って
いるような毎日でした。
私が登ってきた道の大半は少し息が上がるく

らいの斜度が永遠に続くかのように思える道。
引き返しそうになりながらもかけがえのない仲
間たちや先生方に励まされ、一歩ずつ着実に歩
み続けることができました。また、登っている
途中には絶景スポットが多く見られました。そ
れらは部活動で近畿大会に出場できたときやク
ラスのみんなで一つのものをつくり上げたとき
など、一人ではできないことを成し遂げたとき
に見られる絶景でした。
そして、最後の一年で私が登りきったのは雲

の中にある斜面。雲の中では先を行く人の姿も
周囲の仲間たちも見えません。不安で立ち止ま
りそうになると、いつも心に浮かぶのは、かけ
がえのないたくさんの思い出でした。
思い出に支えられて雲から抜けても、道はま

だ続いていて、この先どんな苦難が待っている
のか想像もつきません。それでも、河瀬で多く
のかけがえのないものを得られたことに感謝を
しつつ、夢に向かって歩み続けたいです。

高校３年６組担任
久保田　秀和

高校３年６組 陌間　芳野

高校３年５組 寺内　蓉子

歩み

高校生活で得たもの 近況報告

人生の七草

日本では１月７日に七草粥を食べる風習があ
り、毎年正月明けにニュースでお目にかかりま

す。材料は春の七草で「せり なずな ごぎょう はこべら ほとけのざ
すずな すずしろ」で、すぐに言える人が結構いると思います。しか
し、その草(野菜)を野で探しなさいと言われたら、簡単に取って来ら
れる人はいないでしょう。私自身が、春と秋の七草は小さい頃に覚
えてすぐに言えることを誇っていましたが、判別ができるものはご
くわずかで大半は知りません。ただ情報として頭に入れているだけ
です。
このことは今日まで勉強一筋に頑張ってきたみなさんに当てはま

るのではないかと思います。小、中、高と義務教育と言ってよい現
在、いろんな知識を貪欲に獲得しようと努力を重ねてきた12年間で
あったはずです。しかし、その中身は詰め込み教育と称するさまざま
な分野の知識を広く浅く獲得することを旨とした教育でした。これ
からは七草の名前と映像を一致させる勉強だけでなく、さまざまな
情報をその上に載せる研究が待っています。すなわち、自分が選んだ
分野で中身を極めるそれが大学、専門学校、就職です。
『せりは水田、沼、小川などで、競り合って生えることからせりと

言われるようになった。水ぜり、田ぜりの二種類があ
り、多年草である。夏に小さな花が集まってつき、特有
の強い香りがあり食欲をそそる。せりによく似た毒ぜ
りは猛毒の植物であるから要注意…』というように沢
山の情報を整理します。そこからある人は俳句を作
り、ある人は遺伝子を研究し、ある人は薬として、あ
る人は料理の材料としてその植物を極めます。
一人ひとりの進路に応じてどの分野にも沢山の研究

の仕方があります。みなさんの『人生の七草』に込め
る熱い思いに期待します。さようなら。お元気で。

高校３年

６組

「そうだなぁ。何となくだけれどもね。」
「他になりたいものはあったんだ。前に彩菜と瞬星に言
ったらドン引きされたからもう言わないけど。」

「僕はたまに自分が、愚かで、汚く、矮小な人間だなぁって思うんだ。でも、そ
んな時は、この世界や他の人の生き方が、とても美しく、かけがえないもののよ
うに感じられるんだ。」
「僕はそれをもっと見たくて、その為に旅をしている様な気がする。」
アーロンチェアに鷹揚と腰を掛け、琥珀色のバカラを片手にWordカチカチ。

最近、我慢していたドラクエ11を解禁した。ベロニカかセーニャかマルティナかで
友人ともめた。昔、アリーナかマーニャかミネアでもめたことを思い出す。勿論
ミネア推し・セーニャ推し。まだ白紙だが、とりあえず保存。ファイル名−−は。
麗らかな春の幕が開くのと同時に、青い春の幕が閉じようとしています。と

びきり難しくなった授業。とびきり連絡が増えたSHR。たまのお説教はちゃん
と聞いてた？とびきりのメッセージはちゃんと聞いてて？
今、君たちが立つスタートライン。ゴールは別々。道があるのかないのか。あ

ってもがたがた道。自分の力で進むしかありません。
あなた、空は飛べるんですの？じゃあ100mを3秒で走れる？紫外線は見えま

すよね？超音波は聞けまして？――あなた……。何もできないのね。圧迫面接、
圧迫面接。
でも、大丈夫。それでも諦めなかった君たちは大丈夫。だから、前を見て広が

る道を進みなさい。振り返ってはダメ。もう此処は君たちの居場所ではない。新
しい出会い、新しい居場所を大切にしなさい。疲れたら程々休んだらいい。休め
たらまたゆるりと進めばいい。未来は真っ暗で見えないんじゃない。きっと輝い
ていて眩しすぎるから逆光で見えないんだよ。
飛べない、走れない、見えない、聞こえない、そんな何もできないかけがえな

い君たちは、それでも絶対に諦めない。さぁ、胸を張りなさい。君たちは滋賀県
立河瀬高等学校卒業生です。

振り返るなとはいったけれども、たまになら嬉しいことは報告してくださ
い。
とびきり長い近況報告、お待ちしています。

『先生はなぜ先生になったんですか？』
「そうだなぁ。何となくだけれどもね。」

高校３年

５組
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楽しもう！中学３年

１組
「之を知る者は、之を好む者に如かず。之を好む者は、
之を楽しむ者に如かず。」３年生の１学期に学習した、
『論語』の一節です。覚えていますか？

この２年間、君たちとともに過ごす中で、何度となく
この言葉を思い起こす場面がありました。授業、部活
動、行事への取り組み、班活動…様々な場面で、楽しみ
ながら、前向きに取り組む姿を見せてもらいました。孔
子が言った「上達のコツは、楽しむこと」、これは最新
の脳科学でも証明されているようです。君たちはこれか
ら、自分の目標実現のために、今までよりも広く深い学
びの世界へ足を踏み入れることになります。これまでい
ろんなことを楽しみながら頑張ってきた君たちなら大丈
夫だと信じています。あとは、今少しの粘り強さ、タフ
さを身につけること。そして、これまでに学んだこと
を、今から学ぶことに関連づけ、生かしていこうという
意識を持つこと。そうして、さらに自分を成長させ、夢
に向かって突き進んでください。いっそう頼もしくなっ
た君たちの姿を見せてもらえることを楽しみにしていま
す。ご卒業おめでとう。

河瀬中学校に入学して早３年が経
ちました。この３年間で、忘れられ
ない思い出がたくさんできました。

その中でも私が一番印象に残って
いるのは、中学校生活最大のイベン
トである、修学旅行です。私は、修
学旅行実行委員として、裏からサポ
ートする役割も務めました。学年全
員にとって思い出深い行事になるよ
うに、そして河瀬中学生としての秩
序や良識もより向上できるように意
識しながら、準備を進めました。

いざ当日になってみると、予想以
上に学年全体がまとまることがで
き、多少のハプニングはありつつ
も、とても中身の詰まった濃い三日
間になりました。一年生の時にも宿
泊行事はありましたが、その時より
もずっと絆も深まっていて、そんな
仲間と行けたこの修学旅行は、私に
とって一生心に残る宝物です。この
学年のみんなに出会えて本当によか
ったです。ありがとう！

中学３年１組担任
小南　美穂子

中学３年１組　吉薗　遥香　

言葉で表せない３年間

入学してからあっという間に３年が
経ちました。私たちは、この３年間で
たくさんの経験をすることができまし
た。
私たち13期生は、80人それぞれがと

ても豊かな個性を持っていると思いま
す。いろいろな場面で、その個性をみ
んなが目一杯発揮してくれました。一
人ではなかなか思いつかないアイデア
やユニークな考えがどんどん飛び出
し、「そう考えることもできたか！」
と納得させられることがたくさんあり
ました。そして、そのおかげで、学園
祭やディベートなど、多くの行事がと
ても盛り上がりました。物事をたくさ
んの視点で見ることの大切さを学ぶこ
とのできた３年間でした。この仲間で
３年間過ごすことができて本当に良か
ったです。この経験を生かして、高校
生活もさらに充実したものにしていき
たいと思います。

中学３年２組担任
山岡　健太

中学３年２組　須山　美咲　

80色の個性プラス思考中学３年

２組
「なんで数学やらなあかんの」とよく問われます。皆さんは真

剣に考えたことがありますか？ここでは、ひとつの考えを紹介し
ます。
例えば、野球のトレーニングで「腕立て伏せ」をしますが、試

合中に「腕立て伏せ」を求められることはありません。しかし、
「腕立て伏せ」をしておいたことで、力強いスイングが可能であ
ったり、送球がよくなったりします。
同様のことが、数学などの学問でもいえます。数学の授業で「因

数分解」を学びますが、日常生活で「因数分解」を求められること
は非常に少ないです。しかし、「因数分解」をしておいたことで、
考える力がつき、その力が生活や仕事に活かせるのです。
教科の学習や部活動、日々の生活…大きなことから小さなこと

まで、自分では分かっていなくとも、それら全てが私たちを鍛え
てくれているのではないでしょうか。そう考えると、様々なこと
が今より大切に見えてきます。だからこそ、それらにどんな気持
ちで臨むかが大切とされ、「何事も気持ち次第」と言われるので
す。自分の人生を豊かで幸せなものにするためには、「プラス思
考」できるかどうかは非常に大切なのです。
これからもいろんなことがあると思います。このことを胸に秘

めて、どんなことにも前向きに努力する皆さんでいてください。
これからの活躍を祈っています。卒業おめでとう。
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人と話をしていて、何となく話が噛み合わないこと
や、相手の言いたいことが理解できないことがしばしば
起こります。使用言語は日本語で、個々の単語の意味も
分かっているにもかかわらず。

コミュニケーションとは話すことだと何となく感じて
いる人が多いと思いますが、文書での伝達や、アイコン
タクトのように、言語を使わないものもあります。人間
が行うコミュニケーションとは、人間同士が関係を作っ
ていくことなのです。こうしたコミュニケーションを可
能にするには、しっかりとした文法力、状況にあった言
語を使用する能力（敬語など）、そして、相手の話の真
意をくみ取る能力（いまどきの言い方をすると、忖度）

が必要です。さらに、こうした能力に加え、背景知識を
もつことが必要になります。

私たちは、高校時代までは、同じ文化の中、比較的小
さなフレームの中でコミュニケーション活動を行ってい
ます。このフレームの中では、十分に互いの背景を理解
し合い、忖度しあえる関係が成立しやすくなります。

これから皆さんは、社会という大海原へと進みます。
これまでとは活躍する「枠組み」が極端に変化すること
でしょう。この大きくなった「枠組み」を少しでも自分
に合ったサイズにするためには、まずは知識の吸収が必
要になります。その意味において大学入試は一定の効果
を持ちます。さらには自分で学ぶ姿勢が必要です。最も
手っ取り早い方法はやはり「書物」を手に取ることで
す。常に学びの姿勢をもち、人とのコミュニケーション
を楽しむことができる人生を歩んでほしいと願っていま
す。

高校教頭 久米　克尚

コミュニケーションをとるということ

卒業生のみなさん、ご卒業おめでとうございます。み
なさんはこれからの変化の激しい社会の中で、様々なこ
とを要求され、かつてない様々な経験をすることになる
と思います。ときには思うように物事が進まず、落ち込
んだり、悩んだりすることもあるでしょう。そんなと
き、そのことを後悔するかそれとも反省するのかで、そ
の人の将来が大きく変わることがあります。後悔と反省
の違いとは何だと思いますか？江戸時代の剣豪である宮
本武蔵も生きるうえでのモットーとして、「我事におい
て後悔せず」という言葉を残していますが、後悔とは、
変えることができない過去にこだわってくよくよとする
ことで、反省とは、なぜうまくいかなかったのかその原

因を考え、同じ間違いを繰り返さないように改善策を見
出そうとすることをいいます。

世界で活躍するプロ野球のイチロー選手の有名な言葉
の中に、「壁というのは、できる人にしかやってこな
い。超えられる可能性がある人にしかやってこない。だ
から、壁がある時はチャンスだと思っている。」という
のがあります。人間はミスをする生き物です。完璧では
なく、不完全だからこそ、そこに成長する余地が与えら
れていると考えることができます。大きな壁は、いくつ
もの失敗と反省を積み上げることでしか乗り越えること
ができません。後ろを向いて悔やむのではなく、失敗を
恐れず、自分を成長させる糧として前向きにとらえて、
常に向上心を忘れずに頑張ってください。その気持ちが
きっとこれからの自分を大きく成長させてくれることで
しょう。

中学教頭 廣瀬　雅一

反省はすれども後悔はせず

大学名 合格者数
信州大 1

三重大 1

滋賀大 4

大阪教育大 1

滋賀県立大 11

国公立大学計 18

拓殖大 1

日本大 1

神奈川大 1

金沢工大 1

福井工大 8

岐阜経大 14

大学名 合格者数
岐阜女子大 1

静岡理工科大 2

大同大 1

藤田保健衛生大 1

鈴鹿医療科学大 1

成安造形大 2

平安女学院大 2

長浜バイオ大 29

びわこ成蹊大 4

聖泉大 9

びわこ学院大 3

大谷大 1

大学名 合格者数
大垣女短 1

岐阜聖徳学園短 1

中日本自動車短 1

滋賀短 10

大谷大短大部 1

京都経済短 1

嵯峨美術短 1

龍谷大短大部 1

大阪音大短大部 1

関西外大短大部 2

大阪芸術大短大 2

短期大学計 22

大学名 合格者数
京都保健衛生専 2

滋賀総合保健専 3

京都医療附看助 1

滋賀県立看護専 6

草津看護専 4

滋賀県堅田看護専 2

華頂看護専 1

滋賀県医療技術専 2

京都調理師専 1

国際製菓技術専 1

京都理容美容専 1

資生堂美容技術専 1

山梨県立宝石美術専 1

大阪デザイナー専 1

京都建築大学校 1

大阪観光専 1

京都コンピュータ学院 1

京都IT会計法律専 2

神戸電子専 1

専門学校計 33

進学計 424

大学名 合格者数
京都外大 5

京都学園大 6

京都産業大 33

京都女子大 8

京都精華大 1

京都橘大 68

京都薬大 1

京都光華女子大 24

同志社大 2

同志社女子大 2

ノートルダム大 2

佛教大 14

明治国際医療大 2

立命館大 15

龍谷大 38

京都文教大 5

京都華頂大 3

京都看護大 6

追手門学院大 1

大阪音大 1

大阪芸大 1

大学名 合格者数
大阪経済法科大 2

大阪産大 2

大阪電気通信大 4

関西大 3

関西外大 9

近畿大 4

帝塚山学院大 1

大阪人間科学大 1

大阪成蹊大 1

帝塚山大 2

天理大 1

奈良大 1

私立大学合計 351

名　称 合格者数
彦根市職員（消防職員） 1

公務員計 1

JR西日本 1

民間企業計 1

就職計 2
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【就職】


