「翔」

～かける～

今、卒業を迎えたキミたちにわずかばかりの言葉を贈ります。

京都府立東宇治高等学校
第３学年 学年通信
最 終 号

羽を大きく広げて飛び舞う。
社会という大空をはばたくための
しっかりした羽を身に付けるような

この３年間は、感受性豊かな伸び盛りの君たちにとって、忘れえぬ人生のひとコマになったかと思いま
す。新しい友だちや先生方との出会い、心躍る楽しい学校行事などのわくわくした温かい思い出とともに、
イヤなツライ授業の思い出、ニガく苦しい学業成績のことなど凝縮された場面を心に思い起こすことでし
ょう。どちらかというと、私は君たちの苦しい思い出の方に多く関わったように思います。大量の板書事

高校生活を過ごして欲しい。

平成３１年２月２８日

そして３年後、それぞれが思い描く空へ、自信を

項でノート作りを強要し、テストはきめ細かい事項を出して暗記を強要し・・・・と。
これは君たちが自分自身で考える能力を身につける、その助けの一つとなれれば

持って飛び立ってくれることを願う。

という思いであり、自分の考えをまとめるための基礎的知識となると考えてのこと

卒業おめでとう！

でした。口に苦い薬は良く効くんだということをわかってください。

これから、それぞれの道を歩む43期生のみなさんへ、
お世話になった先生方からのメッセージです。
みなさん、卒業おめでとう。長いようで、あっとい
う間だった３年間でしたね。

これから人生の荒波に出港していくキミたち。
次々現れる一つひとつの課題を、忍耐をもって克服していってください。

卒業おめでとうございます。

君たちの人生に幸あれ、と願っています。

地歴公民科

原

明博

新しい世界に向かって、今日か

卒業おめでとう。

三年生の皆さん、卒業おめでとう。３年前、

僕もみなさんと同じように、３年前にこの東宇治高

ら新たな一歩を踏み出しましょう。

君たちとの付き合いは、非常に短いものでした。授 君たちと同じ時に、私もこの東宇治に赴任しまし

校にやってきたのですが、時の流れの速さを痛感して

思い出とは一生懸命進んだ先でふ

業を受け持ったのは、今年が初めてでした。部活動の た。同じスタートからの３年間でした。多くの諸

います。特に１・２年で担任をしたみなさんが、もう

と振り返るもの、いつかそっと背

生徒ぐらいしか関わりがなかったので、年度初めは少 君と活動を共にできた事を、うれしく思います。

卒業なのか‥と妙にセンチメンタルな気分になったり

中を押してくれるものだと思いま

々不安でしたが、会ってすぐにその不安はなくなりま これからは青年から立派な成人と成長してくださ

もします。

す。新たな世界と、新たな人たち

した。とにかく気さくな学年でした（いい意味でも悪 い。

今、みなさんの前には手つかずの「時間」が広がっています。こ との出会いを楽しみに、今は前を
れをどのように過ごしていくか、その術をみなさんは、今までに学 見て進もう！強くて優しい人にな
んできたはずです。限られた時間を大切にして、いかに豊かな未来 ってくださいね。いつか成長した
を過ごしていくかを、常に意識してくださいね。

みなさんとお会いできるのを楽し

国語科

尾松敏行

杉島晴之

い意味でも）。去年の３年の担任をしていたので、あ

いよいよ卒業を迎える君達に。

まりの違いに驚いたほどです。

４月から始まる新しい環境での新しい生

確かに、時にはうるさく感じることもありましたが、 活。期待しつつも少しの不安。でも、すて
使い方次第で、その「気さくさ」は将来必ず役に立ち きな出会いが、きっと待っていると思いま
ます。卒業してからも、これまでどおり「気さくで優 す。高校でのいろいろな思い出を大切にし

「春秋に富む」みなさんが、のびのびと活躍して行かれることを みにしています。
期待しています。

保健体育科

国語科

西川祐美

まばゆい未来へ飛び立つ3年生へ

しい人」であり続けてください。皆さんの活躍を祈っ ながらも、前を向いて進んで欲しいと思い

英語科

ています。では、お元気で。

坪内

徹

ます。

数学科

藪内貴史

たのしい時間をみんなと過ごせて幸せでした。

卒業おめでとうございます。

卒業おめでとうございます。

あたらしい場所で、みんならしく笑顔でいろんな事を経験して、

図書館をたくさん利用してくれて

私が授業を担当していて、この学年はエ

ありがとうございました。「生徒が

ネルギッシュだなと感じていました。体育

おおくを学び、自分自身の夢へ向かって突き進んでください。
うんと大きな人になれるように応援しています。

英語科

澁谷鷹也

たくさん本を読む学校」を卒業した

祭や文化祭のイベントでは、特にそのエネ

『失敗しない人は成功しない。何故ならチャレンジし

卒業おめでとうございます。

ということをぜひ誇りに思ってくだ

ルギッシュさがにじみ出ていました。

ないからである。
』

これからの人生のほうが大変だと思います。自

さいね。「読書尚友（どくしょしょうゆう）」－書物を

何事にも積極的にチャレンジ！

卒業後の皆さんのチャレンジをまた教えに来てくだ 分でしっかり考えて、行動できる人になってくだ
さい。

理科

岡本宇隼

さい。応援しています。

数学科

藤本誠司

しんどくなったら、空を見上げてください。

たって、とても大切なことです。これから

読んで昔の賢人を友とすること。

困った時、迷った時、友人に相談するように、読書 もそのエネルギーを忘れずにがんばってく
からヒントを得ることも試してみてください。

空のなんと大きく広いことか。

図書館司書

ほら、上を向いてたっぷり息を吸い込んだら

これはこれから皆さんが社会に出るに当

ださい。

中村景子

英語科

藤波律哉

ご卒業 おめでとうございます！この人生の節目にあたって、私の好きな言葉を贈ります。チャップリ

前を向いて歩き出しましょう。

ンで有名な映画

“The Great Dictator” の最後のスピーチからの引用です。

You have the power to make this life free and beautiful - to make this life

なんとか、一歩、歩き出せば景色も変わりますよ。
東宇治高校という飴細工でできた鳥かごから羽ばたく君たちの前途に幸あらんことを。
理科

二橋香織

a wonderful adventure.
君たちの人生が豊かで充実したものになるよう、祈っています！

英語科

山田昌子

ご卒業おめでとうございます。

ご卒業おめでとうございます。

思い返せば１年生の授業開きから今日

３年間を振り返って、今どの

まで、これでもかこれでもかと叱ってば

ように感じていますか。ふと過

かり。さぞけむったい教師だったと思い

去を振り返ったときに、「あの時

ます。高嶋はでも楽しかった。きっと、

はよかったな、あの頃に戻りた

元気でいてください。幸あれ。

いな」と思う過ごし方はしてほ

国語科

高嶋久子

しくないと考えています。昔に戻りたいと感じるの

みなさん、卒業おめでとうございます。 は、今が充実していなかったり、過去に後悔が残っ
これからは、いろいろな事や場面に対 たりしているからだと思います。日々を楽しく、充
して自分で的確に判断し行動をしなけれ 実させるのはもちろんですが、ぜひ悔いのないよう
ばならなくなります。また、様々な困難 に精一杯の努力を続けてほしいです。語弊があるか
に直面することとなるでしょう。東宇治 もしれませんが、「あの頃には戻りたくない」と思え
高校で培った多くの“力”を活用し、乗 るような毎日を過ごしてほしいと思います。変化を
り越えてください。

恐れず、さまざまなことに挑戦していってください。

みなさんの活躍を期待しています。
保健体育科

ちょっと疲れたときには古巣に顔を見せに来てくだ

大野勝也

さい。

地歴公民科

大友

美佑

Congratulations third years! We deeply regret not being able to spend
more time with you as you were a very bright and inspiring class. These
past few months together have been a great experience and we are so glad
we’ve gotten to know so many of you. It is such an exciting time to have
your whole futures ahead of you, please take advantage of every opportunity
that comes your way and always keep an open mind. We encourage you to
step out of your comfort zone and try to experience
as many things as possible. Some of you will be
heading to college, others will be joining the
workforce, but no matter where you are going, we
hope that your dreams will come to fruition. Please
keep in touch, and if you’re ever in America let us
know !
Sang and Emilie
世の中はどんどん便利になり、物質的には

みなさんと過ごした３年間は楽しい思い出が

卒業おめでとうございます。

満たされているかに見える生活の中にも、容 いっぱいで、みなさんからたくさん元気をもら

みなさんが新入生として入学してきた時、「元気いっぱいの人や、個

易には解決できない問題がたくさんあります。 ってたんだなぁと思います。これから辛いこと

性的な人がたくさんいる学年だな。」と思ったのが、まるで昨日のこと

そのような問題を解決していくためには、長 があっても、根気強く笑顔で、人に評価されな

のようです。

い時間がかかるかもしれません。さまざまな くても自分に誇れる自分でいてくださいね。試
知識も必要です。そして諦めない気持ちがな 練に磨かれて「本物」の輝きを身につけてくだ

そして気がつけば、もうみなさんがこの東宇治高校を巣立つ時がや

ければいけません。

って来ました。
私が今思うこと。それは、「みんな本当に成長したなぁ。」ということです。おそらくみなさ
んにとっての高校生活は、毎日が新しいものとの出会いであり、たくさんの経験を積んでそれ

さい。いつも応援しています！みなさんと出会

東宇治高校で培った力を持って、勇敢に立 えたことに感謝して、私もみなさんに恥ずかし
ち向かっていってください。

くない自分でいられるよう頑張ります！

国語科

をどんどん吸収したのでしょう。
『まず自然に従え、そして自然を征服せよ。（フランシスベーコン）』という言葉が大好きで

川本容子

英語科

出口

ナナ子

３年生のみなさん、卒業おめでとうございます。たった１年間のおつきあいでしたが、楽し
いひとときをすごすことができました。ありがとうございました。これから就職する人、大学

す。
これからは自分で判断し、進んでいかなければなりません。勇気を出してその一歩を踏み出

実したすばらしいものになるよう願っています。

そうとするとき、この言葉を少しだけ思い出してくれたら、うれしいです。
世の中は広い。人生は長い。時には自分に何ができるのか？何をしているのか？と悩むこと

こそが真の幸福であると述べました。自分にとって「善く生きる」とは何かをこれからの生き

あなた一人の力は自分で思っているほど小さくはありません。
理科

祝卒業！
卒業に際し次の言葉を贈ります。
『

踏まれた

草にも

花が咲く

今後の活躍を祈ります。芸術科書道

』
村上

誠

教科担当としてひとこと。〈倫理〉ソクラテスは「ただ生きるのではなく善く生きる」べきだ
と述べ、カネや欲望のままに生きるのではなく、真の知を求めて、人として正しく生きること

もあるでしょう。でも努力を重ねたあなたならきっと大丈夫。
みなさんの輝ける未来に乾杯！！

に進学する人、いろいろだと思いますが、たった１度限りの人生ですから、未来に向かって充

平田のぞみ

方の根本において欲しいと思います。〈政治･経済〉私たちはそれぞれひとりひとりが尊厳性を

卒業おめでとうございます。これからも一

もち、誰もがこの社会で自由に幸せに生きる権利をもっています。そして、それを実現するた

生つきあっていく自分の身体に興味を持って

めに、主権者として私たちを幸せにしてくれる政府を選択する権利をもっています。ひとりひ

大切にしてくださいね。心がけるのは「快眠

とりの自由や個性が何よりも尊重され、ひとりひとりの尊厳性が

・快食・快便！」そして「肩甲骨をほぐす！」

必ず守られる。そういった社会になるように主権者として考え、

「股関節を柔らかく！」です。自分の心もい

行動していって欲しいと思います。これからのみなさんの人生が

たわってあげてくださいね。

豊かものになるようにほんとに願っています。

養護教諭

辻

智恵美

地歴公民科

安嵜 正

