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第６０回生の皆さん、卒業おめでとうございます。本
校で繰り広げられた、感動的な３年間の「中村物語」
が終わり、皆さんは、いよいよ次のステージへの旅立
を迎えます。
「中村物語」の背景は、「英気の泉」、「夢わくところ」、

「自主の庭」という本校の校風です。「英気」を持って、
「自主」的に「夢」の実現を目指した、それぞれの「中
村物語」。それは多くの人を魅了し、中村の伝統に、大
きな一歩を刻んでくれました。とりわけ、日々皆さん
のことを見守り、支えてくれた保護者の方が、その素
晴らしさを最も身近で感じていらっしゃることと思い
ます。
卒業すれば、皆さんは中村高校の同窓生。先輩たち
から受け継いだ「中村」のたすきを掛けて、それぞれ
が、次のステージに向かうことになります。この第二
ステージでも、皆さんが素晴らしい「中村物語」を展

開し、また、次の同窓生にたすきを繋いでくれること
を期待しています。
「中村物語」の主役は、皆さんです。しかし、物語は、
主役だけでは進行しません。これから、多くの脇役が
登場します。主役を支える、多くのスタッフもいます。
多くの人に支えられて物語が進んでいくことを忘れな
いでください。いつも感謝の気持ちを持って、主役を
演じてください。
主役に必要なもの、それは演技力よりも「笑顔」だ

と思います。「笑顔」は、脇役にも、スタッフにも元気
を与え、皆さんの「中村物語」の完成度を高めていき
ます。そのため、物事をプラス思考で考える姿勢を
持ってください。マイナス思考からは「笑顔」は生ま
れません。最近新聞で目にした言葉を紹介して、贈る
言葉にしたいと思います。
「今日という日は、残りの人生で一番若い日。過去
と他人は変えられないが、自分と未来は変えられる」
皆さんが「笑顔」で主役を務め、それぞれの「中村

物語」第二ステージが、魅力的で、感動的な物語にな
ることを願っています。一人の観客として。

芦

斡

梓

扱

鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵

鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵

圧
圧
圧

圧
圧
圧

「中村物語」の第二ステージへ
校長 小菅 順一

研修文化行事 － 三重大学訪問 －
進路指導部長 川上 初江

平成２６年１０月２９日（水）保護者と職員の計４６名が参加し、気持ちのよい秋晴れのもと、バスで三重県に向かいました。
三重大学に到着、キャンパスを見学しながら講義室
に入り、学長補佐の飯島先生から大学の紹介を聞きま
した。全国で３番目の広さを誇る５３万釈のキャンパス
に、真新しい建物が広々と並んでいました。学部生・
院生合わせて７，２９８名が学んでいるそうです。昨年夏
公開された映画「ＷＯＯＤＪＯＢ！神去なあなあ日常」
は三重大の演習林で撮影されたそうです。
三重大学は１８７４年に創設され、地域に根ざした研究

と教育を着実に行っている大学です。ラーニングコモ

ンズなど学内の施設は最新の意匠をこらしたものばか
り。さらには無線ＬＡＮが完備しており、学生のパソ
コンには、ＭＳｏｆｆｉｃｅが無償でインストールされるそ
うです。校舎の屋上から、太平洋を望むことができま
した。
午後には伊勢神宮とおはらい横町を訪問しました。

みなさんで楽しく会食した後、遷宮から間もない神社
をお参り。何をお願いしたでしょう。ずらりと並ぶお
店を見学するには時間が足らなかったかも知れません。
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「つながりを忘れないで」
３年保護者 村中見紗江

３年生のみなさん、ご卒業おめでとうございます。
中学校までは同区内での友人とのつながりでした。
それが高校に入ると、同区内から市内へ、さらには市
外や県外の友人へとつながっていきます。このつなが
りをいつまでも大切にしてください。そこにはつない
だ数以上に、自分の糧となる成長への一歩があります。
社会に出て、もうだめだと思ったら休んでください。
それでも立ち直れなかったその時には、つながりを思
い出して、そして連絡してください。必ず答えが見つ
かります。
私自身、ＰＴＡ役員を初めて経験しました。全くの
初心者なので、不安がいっぱいからのスタートでした。
でも先輩や同学年のＰＴＡの役員の方々とのつながり
があったからこそ、最後まで務めることができ、学校
とも深いつながりを経験させていただきました。本当
にありがとうございました。
卒業生のみなさんの中には、まだ自分自身の道が決
まっていない人や迷っている人もいると思います。ま
た進んだ道でくじけることもあると思います。でも人
生はまだまだ長く残っています。つながる手だけ、道
は広がることを忘れないでください。
あきらめるのはまだ早いです。
元英首相マーガレット・サッチャーさんが「考えは
言葉となり、言葉は行動となり、行動は習慣となり、
習慣は人格となり、人格は運命となる」とおっしゃっ
ていました。
「考え」はやがてその人の「運命」となります。自分
がこの世に生まれてきたのは、自分でなければできな
い仕事が何か一つ、この世にあるからだそうです。そ
れが今見つからなくてもいいのです。しかしそのため
のつながりを自分から離さないでください。
つないでいてください。高校での友人とのつながり
を。
いつかそれが必ず役に立つ時期がきます。みなさん
の今後の御活躍と御健闘を心からお祈りいたします。

たくさんのありがとう
３年 河合 桃花

人との出会いは後の人生を左右するほど、とても大
きなものです。私は、この３年間でたくさんの良き出
会いをしました。その中でも一番印象的なのは部活動
です。私はラグビー部のマネージャーを務めていまし
た。部員たちが懸命に練習する姿を間近で見られたこ
と、試合で喜びや悔しさを味わったことが出来たのは、
私の人生の財産となりました。そして顧問の先生が
おっしゃっていた「誰に対しても常にリスペクトの気
持ちを持つ」という言葉がとても心に残っています。
他人にも自分に対しても尊敬の心を持って生活するこ
とで、自分自身を成長させてくれるということだと理
解しました。私はこの言葉を大切に、尊敬、感謝の心
を忘れずこれから先の人生を力強く歩んでいきたいと
思います。私がこの３年間で成長できたのはラグビー
部のマネージャーでの経験が一番大きなものだと思っ
ており、本当に感謝しています。みなさんも人との出
会いを大切にしてください。
さて、在校生のみなさんは毎日をどのように過ごして

いますか。別に何気なく過ぎていくだけの日があって
もいいと思います。そういう時間も大切です。ですが、
人との関わり合いは大切にしてほしいです。私も正直
学校なんて面倒だなと思うこともありましたが、この当
たり前に皆と一緒に過ごした時間はかけがえのないも
のです。この限られた時間を大切にしてください。
私は、４月から大学生になります。私が第一志望校

に合格出来たのは、いつも私たちのことを気にかけて
くれている先生方、本音でぶつかり合える友達、家族

の支えがあった
からこそだと
思っています。
皆さんも高校生
活での一日一日
を大切にして友
達や先生、周り
で関わってくれ
ている人達を大
事にして自分の
夢を叶えてくだ
さい。中村高校、
本当にありがと
う。
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一年間の留学を終えたイングリッド 試合を前に心をひとつに
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良好な人間関係を
３年学年主任 野口 茂樹

６０回生の皆さん、卒業おめでとうございます。
君たちが１年生の最初の学年集会で「これからの３年
間、やるべきことをきっちりやって、学校生活楽し
かった～という気持ちで卒業式を迎えてください。」と
伝えたことを覚えてくれているでしょうか？あれから
３年、君たちの生活を振り返ると、毎日笑顔や笑い声
の絶えない日々を送ることができたと思います。
６０回生を一言で表現すると「チームワークの良い学
年」でした。
１年生の頃から、球技大会や学校祭などの行事では、
常にクラスやブロックのリーダーが中心となって集団
をまとめ、それぞれが一体となって動き、楽しんでい
た姿を思い出します。また、君たちの代から修学旅行
の目的地が「長崎県」に変わりましたね。我々教員側

も初めてのことばかりで集合時間や宿での生活など心
配する面もありましたが、持ち前のチームワークを発
揮し、特に大きな問題もなく楽しい実りのある旅行に
なったのではないかと思っています。
集会のたびに君たちの「仲の良さ」や「まとまりの

良さ」については褒め称えてきました。この３年間の
学校生活を見てきて、間違いなく多くの生徒が「楽し
かった～」という気持ちで卒業式を迎えてくれると
思っています。
さて、「寂しさ半分、期待半分の気持ち」で４月から
それぞれがそれぞれの道を歩んでいくことになります。
どんな道に進もうが、どんな環境に立たされようが

楽しく充実した生活を送るには「良好な人間関係」が
不可欠となります。
充実した環境の陰には、必ず「良き理解者」がいた

ことと思います。また、居心地の良い場所には、必ず
「話を聞いてくれる人」が存在しましたね。今後も本
校での生活と同様、良好な人間関係を築き上げていっ
てくれることを願っています。
最後に、中村高校６０年の伝統と誇りを胸に勇敢に社
会へ羽ばたいてください。我々学年団もとても充実し
た３年間でした。
６０回生のみんな、たくさんの楽しい思い出を本当に
ありがとう!!!

心のふるさと
２年学年主任 川口 恭子

６０回生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。
一つ下の学年担当から見た皆さんは、学校行事や部
活で後輩を引っ張ってくれる、たくましく頼もしい先
輩でした。そして、皆さんは、学校の節目である６０回
目の入学生なので、記念行事もあり、他の学年より校
歌を歌う機会が多かったのですが、いつでも大きな声
で校歌を歌ってくれました。
皆さんは校歌を好きですか？私は好きです。
１番の「御岳伊吹」「尾張の広野」、２番の「庄内の
水」、３番の「鈴鹿の空」。どれも学校から見える景色
です。しっかりと目に焼き付けておいてください。
大志を語り、純情の友とゆき、自主の庭、青春の
歌・・・みんなのさまざまな思い出と重なるのではな
いでしょうか。
「昔も今も」から「世界は広し」、「叡智の星座」へと
空間が広がっていくところは、生徒みんなの将来が広
がっていくことを示唆しているように感じます。
卒業生の皆さんは、今日これから、未来への新たな
一歩を踏み出します。希望と不安が入り交じり、迷い
もあると思います。
大丈夫。「わが道はここにあり」。
胸を張って、進んでいってください。

担任の先生
１年学年主任 丹後 茂

３年生６０回生の皆さん、卒業おめでとう。
９年間の義務教育を終え、中村高校で３年間を過ご

して今日、卒業していく皆さん。この１２年間の担任の
先生をみんな覚えていますか？
もう５０歳に手が届く私ですが、担任していただいた
先生は全員覚えています。高校３年生の時の担任の先
生にはとても迷惑をおかけしたのですが、残念ながら
もう他界されお詫びすることもできません。
高校３年生にとって、担任は少し特別な存在です。

それは多分ほとんどの人には、人生最後の担任となる
からだと思います。今日、式後の教室で皆さんに卒業
証書を手渡してくれるのが、その特別な人です。
今回皆さんを担任されている９人の先生方の中には、

教員生活で初めて卒業生を出す先生も、（多分）最後の
卒業生を出す先生もいらっしゃいます。もちろん、そ
れ以外の先生方にとっても皆さんは特別な生徒である
ことに変わりはありません。
そう、先生の側からしても卒業学年で担任する生徒

は特別な存在なのです。
今日はそんな感慨を持って担任の先生の顔を眺めて

下さい。できれば昨年２０６だった皆さんにはもう１人、
特別な存在になりたかったあの先生の顔も思い出して
もらえると嬉しいです。
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愛知県公立高等学校ＰＴＡ連合会名南地区研修会報告
－平野会長が本校活動を報告 －

ＰＴＡ書記 立松 愛唯

平成２６年度の名南地区ＰＴＡ研修会が、１月３０日
（金）にウィンクあいちで開催され、本校からは１６名
のＰＴＡ役員、教員が参加しました。

開会式に続き、兵庫教育大学教授の谷田増幸先生を
迎え、「家庭と学校における道徳教育」を題とした講演

をしていただきました。海外視察の様子から、ロンド
ンの他民族が生活する地域の高校は生徒指導上苦労し
ており、地域・家庭・学校が手を取り合うことが重視
されていることが報告されました。わが国の首都圏や
広島県・長崎県の高校の、また小中など義務教育での
先進的な実践が紹介され、
やはり地域・家庭・学校の
連携が大切であることを
強調されました。最後に
御自身の子育ての経験か
ら、子は思うように育たな
いと感想を述べられまし
た。

後半は２校の実践活動発表です。今年度は平野ＰＴ
Ａ会長が中村高校のＰＴＡ活動を報告しました。タイ

トルは「自主の精神を
支える活気あるＰＴ
Ａ活動―英気の泉
心のふるさと―」です。
お そ ろ い の 緑 色 Ｔ
シャツを着た役員一
同の熱烈な応援を受
け、発表が始まりまし
た。学校の沿革、ＰＴ
Ａ活動の概要を述べ
た後、本校ＰＴＡ活動
の特色として、中村未

来塾、国際理解教育、文化祭の模擬店などをスライド
とともに紹介しました。本校ＰＴＡの元気のある活動
が伝わったと思います。

続いて惟信高校ＰＴＡの
発表がありました。今年度
行われた創立９０周年式典で
は、卒業生の丹羽宇一郎前
中国大使の講演を聞いたそ
うです。学校祭でのＰＴＡ
模擬店「Ｐ亭ラーメン」が
700食も売れたことには驚
きました。ＰＴＡ行事の活
性化のためには、保護者の
共感が得られることが肝要
だと締めくくられました。

【開会】 【兵庫教育大 谷田先生】

【平野会長の発表】 【発表したスライド】

【会場の様子】 【本校からの参加者一同】


