
 
アナウンス部⾨ 発表原稿 

 
A1 岡⾕南 両⾓隆寿 
  宮原先⽣について 
とうとう理科担当の宮原先⽣の願いが叶いました。 

それは、⽣物と化学の授業の通年化です。南⾼ではこれまで、

⽣物は前期、化学は後期に分かれていました。教頭先⽣によれ

ば「変えると先⽣たちの不安だし,伝統的に残っていた」という

事です。 

しかし学期が分かれているため、塾や模試の範囲とずれてい

たり、後期になると前期の⽣物を忘れてしまったりする⽣徒が

いました。そこで今年 65 歳の宮原先⽣は⽴ち上がったのです。

学校や先⽣⽅との調整を重ね、今年度、⾒事に⽣物と化学の通

年化を実現しました。 

先⽣は「毎年、塾の勉強とずれているから何度も何度も聞きに

来る⽣徒がいたんだよ。迷惑をかけているなとずっと思ってき

たからね。教師⼈⽣最後くらい、みんなに迷惑をかけたくなか

ったからさ」と、その理由を話します。 

もうすぐテスト期間です。宮原先⽣の思いに応えるためにも、

⽣物と化学は特に頑張りましょう 

 
A2 松本蟻ヶ崎  ⾦井  朔夜 

オンライン授業について 
オンライン授業でもわかりやすい授業を⽬指したい、と話す

先⽣がいます。松本蟻ヶ崎⾼校の数学科の⼆⽊千鶴江先⽣です。

蟻⾼のオンライン授業は、スマートフォンを使って参加するた

め、画⾯が⼩さくて⾒にくい、という課題がありました。 

 そこで⼆⽊先⽣は、マジックペンで字を⼤きくかいた画⽤紙

を⼀授業につき 5 から 6 枚配信しています。⼆⽊先⽣は「⾒え

やすくなっただけでなく、伝えたい要点だけを絞ることができ

た。」と話していました。⽣徒の唐津春樹さんは「⿊板の様⼦を

そのまま写す先⽣もいるなかで、丁寧にスライドを作って授業

してくれるので、とてもわかりやすいです。」と⼤絶賛です。そ

れでも先⽣は「もっとわかりやすい授業を⽬指したい。」と話し

ます。 

 今の課題は、記述問題を出したり、⽣徒の解答を解説するこ

とです。 

先⽣の⼯夫はまだまだ続きます。 

 

A3 ⻑野⻄ 近藤 彪乃介 
⻑野⻄バトン班について 

「チームの⽬標は『愛』です。」そう答えてくれたのは⻑野⻄⾼

校バトン班部⻑の⾦⼦世菜さんです。バトン班ではミリタリー

部⾨で全国九連覇を果たしています。そんなプレッシャーの中、

バトン班は毎⽇練習に励んでいます。世菜さんは⼊班した当時

は初⼼者で、先輩たちのレベルについていくのが⼤変だったそ

うです。部⻑となった今では、⾃分の体験したことを糧に後輩

を育てています。 

世菜さんは「バトン班では本当に⻑い時間をメンバーと過ご

すので最⾼の関係になれる。部⻑としてこの最⾼のメンバーと

共に、悔いの残らない、たくさんの感動を分かち合えるような

⼤会にしたい。」と微笑みました。 

彼⼥は仲間と⽬標にしてきた『愛』を⼤切に、全国⼗連覇を⽬

指します。 

 

A4 上⽥染⾕丘 ⽯沢⿇琴 
そめラジについて 

「12 時 15 分、始まりましたそめラジ！」 

 放送班員の明るい声から始まるそめラジは、本校のお昼休み

を彩る校内ラジオです。信州にまつわる話題やニュースなど幅

広い内容を提供しています。 

 そめラジが放送開始したのは、2016 年。当時を知る放送班顧

問の落合先⽣は「⽣徒たちにも好評で、お昼の時間がより⼀層

明るくなりました。途中から⽣放送に切り替えると放送班員の

読みの上達も早くなりましたね」と、そめラジが与えた影響は

⼤きかったと⾔います。 

 現在班⻑を務める鎗⽥柊佳さんは「放送は話し⼿とリスナー

が居て成り⽴ちます。ただ伝統を繋いでいくのではなく、リス

ナーに寄り添った放送を⽬指していきたい」と、話します。 

 これからもそめラジが皆さんから愛されるよう、放送班では

意⾒・アイデアを募集しています。お近くの放送班員または公

式ツイッターまでお寄せください。お待ちしています。 

 
A5   松本美須々ヶ丘 ⽔⾕ 遥⾹ 

LGBT O さんについて 
「世の中は優しくない」私の友達のOさんはトランスジェンダ

ーです。⼼と体の性別が違うトランスジェンダーは LGBT の

中の⼀つで、LGBTにはレズビアン、ゲイ、両性愛などがあり

ます。 

O さんは「学校からの提出書類にある性別欄が無くなればい

いな」と話します。また、法的に性別を変えるまでの⼿順が⼤

変です。さらに、周囲の⼈たちの LGBTの⼈たちへの考え⽅に

も⾼い壁があります。 



O さんは現代に⽣きる私たちに、「LGBT の⼈たちにとって、

カミングアウトをすることはとても勇気のいることです。カミ

ングアウトをしたら、受け⼊れてほしい。」と話します。Oさん

は世の中がもっと LGBT の⼈たちに対する理解が深まること

を願っています。 

 

A6 ⼤町岳陽 横川 裕⾹ 
  ⽥中俊之先⽣について 
YouTuberをしているおじいちゃん先⽣がいます。６０歳の⽥

中俊之先⽣です。⽥中先⽣は、５年前に YouTube を始めまし

た。みるみるうちに動画づくりにハマっていきます。そして去

年、リモート授業が始まりました。⽥中先⽣は、YouTubeを使

って授業動画を投稿します。しかし、⽣徒からの反応はほとん

どありませんでした。この経験から、対⾯授業の⾯⽩さをみつ

けます。リモート授業になかった⽣徒とのつながりを感じまし

た。⽥中先⽣は「⽣徒の反応を肌で感じることが教師としての

楽しみ。チョークを持って字を書くことが⾃分のボケ防⽌にな

るしね。」と笑っていました。⽥中先⽣は今も動画投稿を続けて

います。授業動画だけでなく、先⽣の⽇常も投稿しているそう

です。⽥中先⽣の YouTuberの道はまだまだ続きます。 

 

A7 上⽥ ⽢利 陽向 
新聞班について 

「ただ、がむしゃらに作り続けた」そう話すのは上⽥⾼校新聞

班の佐藤陽⼈さんです。 

新聞班は今、２年⽣２⼈だけで活動しています。佐藤さんが⼊

班したときには先輩が１⼈しかいませんでした。そして、休校

で⼊班が遅れたため⼀緒に制作出来たのはわずかでした。それ

から、苦⼿だった⼈と話すことを克服して２⼈でなんとか１年

間作り続けて来ました。最近は後輩の⼊班がないことに焦りを

感じています。何⼗年も続いてきた新聞班の活動を終わらせて

はいけないという思いがあるからです。 

 ある時、新聞の感想が同窓⽣から届きました。その時、⾃分

たちの気持ちがしっかり伝わったと感じ、新聞班を終わらせて

はいけないという思いが強くなったと⾔います。佐藤さんは

「⾃分が⼤⼈になった時も、代々受け継がれてきた上⽥⾼校の

新聞を読むことができるように、もっと多くの⼈に気持ちが伝

わるような新聞を作っていきたい」と話します。 

 これからも班員の熱い思いによって新聞班の歴史が途切れ

ることはありません。 

 

 

A8 エクセラン 深澤曖菜 
おばあちゃんから贈られた花束について 

今年の卒業式の⽇。本校に差出⼈不明の花束が届きました。先

⽣たちはあまりに⽴派な花束を、誰が送ってくれたのか必死に

探したそうです。卒業式当⽇ついに、送り主が特定され、市内

に住む70代のおばあちゃんと⾔う事が分かりました。それは、

卒業⽣の五⼗嵐将吾君にあてた、おばあちゃんからの花束だっ

たのです。きっかけは2学期終業式の事。登校中の五⼗嵐君は、

駅前交差点で⼤きな荷物を抱え困っているおばあちゃんを発

⾒します。その姿を⾒た五⼗嵐君は、おばあちゃんの荷物を持

ち⼀緒交差点を渡ってあげました。⾝⻑ 187cm で⾒た⽬はヤ

ンキー、こわもての五⼗嵐君ですが、⼈を想いやる⾏動⼒は抜

群です。五⼗嵐君は「困っていた⼈がいたら助けるのが当たり

前。考えるより筋⾁が動く感じがした。」と当時の事を振り返り

ます。差出⼈不明の花束には、五⼗嵐君への感謝がいっぱい詰

まっていました。卒業式当⽇、花束は昇降⼝に飾られ卒業⽣た

ちを温かく⾒守っていました。 

 

A9 岡⾕南 ⽇達真⾐ 
新体操の⻑坂選⼿について 

掃除が終わると真っ先に帰る⼥⼦⾼⽣がいます。3年⽣の新体

操選⼿、⻑坂このはさんです。このはさんはレインボーRG と

いう新体操チームの⼀員です。放課後はすぐに学校を出て、週

5⽇、練習場の⼩学校の体育館に向かいます。練習のし過ぎで、

腰の疲労⾻折と闘いながら、新体操歴は10年⽬になりました。

そんなこのはさんですが、実は⾼校では部活動をしたかったそ

うです。新体操部をつくろうとしましたが、⼈数が集まらず、

悔しい思いもしました。でも、新体操に熱中することで前向き

になったといいます。このはさんは、「みんなの⾼校⽣活とは少

し違うけど、充実しています。⾃分のことを振り付けで表現で

きる新体操が⼤好きです。」と笑顔で話します。今年 12⽉の発

表会をもって、このはさんは引退です。残り少ない新体操⽣活

をやりきるために、今⽇も掃除を終えると体育館へ向かいます。 

 
A10 松本蟻ヶ崎  宮島  寿明 

伴⾛伴歩について 
街の中を視覚障害者の⽅と⼀緒に歩いている⾼校⽣がいます。

松本蟻ヶ崎⾼校ＪＲＣ部の真島さやかさんです。真島さんたち

ＪＲＣ部は、伴⾛伴歩という活動で⼀緒に歩くことを通して視

覚障害者の⼈たちと交流しています。 

 さらに、伴⾛伴歩では、ランニングやパラスポーツなどの運

動や交流会も⾏っています。また、この活動を⾏うことで家に



引きこもりがちな視覚障害者の外出や、運動が好きではなかっ

た⼈が運動を楽しむきっかけになります。この活動をきっかけ

に引きこもっていた視覚障害者のかたが松本マラソンなどの

⼤会に出た⼈がいるほどです。松本蟻ヶ崎⾼校ＪＲＣ部の顧問、

丸⼭秀⼦先⽣は、「この活動を通して、視覚障害者の⼈たちから

勇気をもらって、失敗することを恐れない⼈になってほしい」

と話します。 

 真島さんたちは、この活動を通して、健常者と障害者の垣根を

なくせるような社会を⽬指しています。 

 

A11 南安曇農業. 松本 明 
家畜の命について 

４⽉８⽇、たつのしんが、７４万６千円で売られました。たつ

のしんは、体重２３３キログラムの⼦⽜です。⺟親のひよりか

ら去年の８⽉に⽣まれた男の⼦です。ひよりは、南農で飼って

いる⿊⽑和種で、⽣徒たちの課題研究や実習で教材として活躍

しています。 

 雌⽜は繁殖⽤として残されることがありますが、雄は⾁⽜と

して売られていきます。雄であるたつのしんは、⽊曽町にある

⻑野県中央家畜市場で競りにかけられ、松本市内の牧場が競り

落としました。何年か⼤きく育てて、⾷⾁になるのです。⽣ま

れたときから担当していた３年⽣の永⽊連さんは、「世話をし

ているときは美味しい⾁になってほしいと思っていたし、体重

が増えると嬉しかった。わかってはいたけれど、たつのしんの

いない⼩屋をみると寂しい」と話します。 

 南農には⽜だけでなく、鶏や鴨などもいます。動物たちが、

⽣きる教材としてここにいることに感謝し、快適に過ごしても

らえるよう、精⼀杯お世話をしましょう。 

 

A12 松本深志. ⻘⽊花⾐ 
縮とんの事件について 

 「流れない？！」 

 今年の 4 ⽉ 16⽇、事件は縮⼩とんぼ祭で起こりました。1年

⽣のホームルーム教室へ 部活動の紹介ムービーを送り出して

していた時に、動画の⾳が流れなかったのです。開始から 30分

間、動画を送り出す担当者からの指⽰は届きませんでした。教

室担当者の⽥中さんは、「どうしたらいいんだろう。1年⽣をず

っと待たせて申し訳なかったです。⾳が出た時にはほっとしま

した。」と話します。その時には、終了予定時刻の 15 分前でし

た。 

 なぜ⾳が出なかったのでしょう。原因は送り出す設定の複雑

さでした。1 対 1で繋げなければいけないパソコンに、プロジ

ェクター2台をつなげてしまったのです。 

 新型コロナウイルス感染拡⼤のため ⼤⼈数で集まることが

難しくなっています。⾼校には 映像を簡単に送り出す仕組み

が必要です。 

 
A13 ⻑野 中島智咲 

ツバメ⾃転⾞について 
本校三年⽣の⻑⽥⽇和さんは、およそ 75 年前の⾃転⾞に乗っ

ています。昨年の冬休み、蔵の⼤掃除をしていて⾒つかったの

は、ひいおじいさんの⾃転⾞でした。1946 年に⽣産を開始した、

新家⼯業の「ツバメ⾃転⾞ ゴールドスワロー」です。⾄ると

ころに刻印された⾦⾊のツバメが特徴です。幼い頃からレトロ

なものが好きな⻑⽥さんは、ひと⽬でツバメ⾃転⾞を気に⼊り

ました。通学⾃転⾞として使いたいと思ったものの、錆や不具

合が多くそのままでは乗ることができませんでした。 

そこで、アルミ⽚を使って錆を磨いたり、レトロな部品を探し

て取り替えたりすることで、当時の姿を取り戻したのです。⻑

⽥さんは、「⾃転⾞を⾒に来た祖⽗がひいおじいさんの思い出

話をしてくれるのが嬉しい。「⾦燕号」と名前をつけて⼤事に乗

っている。」と話します。 

現代に蘇ったツバメ⾃転⾞は、今⽇も⾦⾊の燕が輝いていま

す。 

 

A14 ⻑野吉⽥ 北村 莉⼦ 
リーダー研修会会⻑の若⽉さんについて 

⻑野市では、⼦ども会リーダー研修会という活動が⾏われて

います。会⻑を務めるのは、本校２年の若⽉澪さんです。リー

ダー研修会では、⼩学４年⽣から⾼校⽣までの参加者が、リー

ダーとしての考え⽅や⼈前での話し⽅を学びます。学校や地区

での⼦ども会活動を活性化させるためです。講義やレクを通し

て楽しみながら学んでいきます。今では会⻑としてリーダー研

修会をまとめる若⽉さんですが、以前は⼈前に⽴つことが苦⼿

だったそうです。しかし、リーダー研修会の活動で班⻑をやっ

たとき、周りの⼈に感謝されたことから、積極的に挑戦するよ

うになったといいます。若⽉さんは、「参加者の⼦たちには、リ

ーダー研修会で学んだ知識をいかして、⾃分の活躍の場を広げ

てほしい。」と話します。 

 若⽉さんが会⻑として⼤切にしていることは、周りの仲間を

思いやること。そんな若⽉さんが中⼼となり、⼦ども会リーダ

ー研修会は未来のリーダーを育てます。 

 

 



A15 ⻑野⻄ ⽥中 海⼤ 
⽣徒会⻑について 

⻑野⻄⾼校の今年の⽣徒会スローガンはフルエンジン。そこに

は、⽇常の「わくわく」を追及する⽣徒会⻑の姿があります。

⽣徒会⻑の⾼原蛍さんは、毎⽇のルーティーンに「わくわく」

をプラスすることで、毎⽇が充実すると考え、みんなが来たい

と思える学校を⽬指しています。 

 しかし新しい企画を考える中、新型コロナウイルスの影響で

制限が多く、思い通りにならないこともあります。今年の⽂化

祭は例年より⼀⽇短く、⼀般公開ができません。彼⼥はこのよ

うな状況でも、今だからこそ作り出せる「わくわく」があるの

ではないかとプラスに捉えています。蛍さんは「みんなの未来

が明るくなるような⽣徒会を⽬指してがんばります。」と笑顔

で答えます。 

 

A16 松本美須々ヶ丘 樋井 萌菜美 
太⿎演奏者春⽇千幸さんについて 

 「太⿎に出会い、 初めて⾃分から挑戦したいと思った。」 千

幸さんは松本美須々ヶ丘⾼校の⼀年⽣です。現在、吹奏楽部に

所属するとともに太⿎の演奏団体に所属しています。中学⼀年

⽣のときに太⿎と出会い、そのときから「太⿎に挑戦してみた

い。」そう思うようになったそうです。 そして中学⼆年⽣のと

き、家族とともに現在所属している太⿎の演奏団体に⼊りまし

た。はじめは、練習の後、⾜や腕、指までもが痛くなり⼤変だ

ったそうです。 「太⿎で悩んでいることがあっても部活の時は

部活に集中する。」 というように、千幸さんはメリハリをつけ

ることで勉強、部活、太⿎の両⽴をしていったそうです。 

千幸さんに今後の⽬標を聞くと、「同じ団体に所属している演

奏者さんのように、かっこいい太⿎演奏者になりたい。 そのた

めにも技術を磨いて上⼿くなっていきたい。」 と⼒強く話して

いました。 

 

A17 ⼤町岳陽 ⽥邉 実希 
⼩⼭寛先⽣について 

社会科の⼩⼭寛先⽣の趣味はものづくりです。昔からものを

つくることが好きで、⼩さい頃の夢は⼤⼯さんでした。先⽣は

３年前に好きなことをしたいと教員を退職します。そこから、

誰からの⼿も借りずに家を建てました。家の設計図は、何時間

もかけて書き直します。⼟台はピラミッドを作るための技術を

⽤いました。地⾯からおよそ２００キログラムの⽯を発⾒した

時は、持ち上げるのに苦労したそうです。先⽣が欲しかった薪

ストーブをつけるなど⼯夫を凝らしました。およそ２年かけて

⼩⼭先⽣の理想の家が完成します。家を建てた思い出を振りか

えって⼩⼭先⽣は、「苦労はたくさんあった。その分、薪ストー

ブの炎を眺めて飲むお酒はすごくおいしかった。」と笑顔で話

します。⼩⼭先⽣の次の⽬標は⽇本⼀周です。 

 

A18 上⽥染⾕丘 宮下 星⾳ 
御菓⼦処宮本について 

私たちが通う本校の近くには、御菓⼦処宮本という和菓⼦屋

さんがあります。このお店の創業は⼤正⼗⼀年。約百年の歴史

が詰まっています。そんな歴史を受け継いで和菓⼦を作るのは

宮本真⼀さんです。宮本さんが作る和菓⼦はどれも絶品です。

なぜこんなにおいしい和菓⼦が作れるのか。その秘密は、宮本

さんの修業時代です。宮本さんが修⾏をしていた時代は、和菓

⼦の作り⽅を教えてもらう代わりに給料はもらえないという

厳しい環境でした。ですが、宮本さんは、「修⾏時代の経験を⽣

かすことによって、お客様の笑顔とおいしいの⼀⾔をもらうこ

とが出来たのでとても良い経験をした。」と話します。 

 そんな本校の⽣徒も多く通うこのお店の⼈気商品は、イチゴ

⼤福です。イチゴの酸味と程よく⽢いこしあんの味がどちらも

⽣かされている上品な⼀品です。そんな御菓⼦処宮本では和菓

⼦を⾷べたお客様の笑顔に花が咲きます。皆さんもおいしい和

菓⼦でほっと⼀息ついてみませんか。 

 

A19 岡⾕南 ⽮沢琴⽻ 
⾃転⾞講習会について 

新⼊⽣を対象にした今年度の⾃転⾞講習会が 4 ⽉ 6 ⽇に⾏わ

れました。講習会では岡⾕警察署の⽥村さんが⾃転⾞の安全な

使い⽅や、交通安全についての説明をされました。⽣徒からは、

「参考になった」「⾃転⾞も危ない乗り物だと思った」といった

感想があった⼀⽅で、「眠くて話に集中できなかった」「⾃転⾞

を使っていないので興味を持てなかった」といった声もありま

した。⻑野県警察の調査によると、⻑野県の⾃転⾞事故の件数

は年々減っています。しかし、死傷者数の割合だけを⾒ると⼀

番多いのは⾼校⽣です。特に 6⽉から 7⽉は、春の緊張した気

持ちが緩んで事故を起こしやすくなるそうです。近年は⾃転⾞

が起こす死亡事故もニュースになっています。 

⾃転⾞を使っている⼈も、そうでない⼈も改めて交通ルール

を⾒直しましょう。 

 

A20 松本蟻ヶ崎 丸⼭  珠礼 
蟻ヶ﨑⾼校結婚相談所 

蟻ヶ崎会結婚相談所は、蟻ヶ崎会が⾏っている取り組みです。 



同窓会が、運営する蟻ヶ崎会では、⼆つの取り組みを⾏ってい

ます。そのうちのひとつが、蟻ヶ﨑会結婚相談所です。戦前は、

近所の⽅など、結婚の世話をしてくれる⽅から同窓⽣に関する

質問が寄せられていました。しかし、時代が移り変わり、結婚

の世話役の⽅も少なくなりました。そこで、蟻ヶ崎会では、同

窓⽣だけでなく誰でも登録できる登録型の結婚相談所を始め

ました。蟻ヶ﨑会の宮川さんは「蟻ヶ崎会結婚相談所では、親

⾝になって話すことを⼤切にしています。登録されている⽅に

も、思いやりが感じられると好評です。」と話します。今も年間

⼆組ほどがご結婚されています。また、宮川さんは「蟻ヶ崎会

の⼀番の⽬的は地域に貢献することです。」と⾔います。 

 蟻ヶ崎会結婚相談所は、時代の中で姿を変えながら、⼈と⼈と

の縁を繋ぎ続けます。 

 

A21 伊那北 有賀もも花 
伝えたいこと 

 箕輪町の外れに、⼩さな農機具の会社があります。                 

77歳の有賀ちかゑさんが経営する、有限会社⽊下農機です。                                                        

夫の有賀義武さんが昭和 33年に創業して以来、夫婦⼆⼈三脚

でやってきました。ところが、平成 14年、義武さんが病に倒

れたのです。ちかゑさんは、突如、⼥社⻑として会社を経営

することになりました。それまで⼿伝っていた農機具の修理

や販売、従業員への指⽰を責任者として⾏います。 さらに

義武さんの介護や家事までこなす⽣活を 20年近く続けてきま

した。ちかゑさんは「息⼦の助けも借りながらなんとかやっ

たけど、本当に⼤変だった。でも、不可能に思えることで

も、やれば出来るんだよ」と、今では笑いながら話します。

今の⽬標は、⻑年⽀えてくれたお客様に恩返しをする為に

も、100歳まで現役で働きつづけることです。                                                                                  

ちかゑさんの⽣き様は、私たちに⼥性が⼥性として強く⽣き

る姿を教えてくれます。 

 
A22 松商学園 寺澤 かりん 

源智寮について 
「少しひびが⼊っても１⽇２⽇で修復できるような関係にな

りたい。」 

こう話すのは本校学⽣寮の源智寮で寮⻑をしている⾦⼦振久

さんです。⾦⼦さんご夫妻は昨年１２⽉に寮⻑・寮⺟として源

智寮に来ました。そのため、寮⽣とのコミュニケーションはま

だ業務上の会話でしかありません。寮⻑さんは、「寮⽣達の⽅が

先輩で、逆に教えてもらっています。だから、私達が指導する

より指導される事の⽅が多いんです。」と話してくれました。⼿

探りで寮⽣と向き合う２⼈は、互いが互いの仕事を助け合って

います。寮⺟は寮⽣が学校に⾏っている間６階建ての部屋全て

を掃除し、寮⻑は６０⼈分の⾷事の仕込みをしています。寮⻑

のこだわりは「⾷べたことが無い物を出し、この世の中こんな

に美味しいものがあるんだよ」と教えてあげるため⽇々チャレ

ンジしています。 

そんな寮⻑達のやりがいは、「寮⽣の元気な姿を⾒た時・笑顔で

挨拶をされた時・寮⽣達の⼿助けをした時」です。 

今⽇も寮⽣との距離を縮める為、新⽶の寮⻑・寮⺟は⽇々頑張

っています。 

 

A23 エクセラン 中野⾥咲 
野球部卒業⽣からのプレゼントについて 

今年創部 25周年を迎えた本校軟式野球部。創部者で監督を務

めているのは、園芸科の上條守広先⽣です。普段は多くの⽣徒

に慕われる上條先⽣ですが、部活になると⻤監督に豹変します。

そんな上條先⽣に、卒業⽣から⼀本のバットが贈られました。

このバット、卒業⽣ 7 ⼈がアルバイトをして買ったものです。

野球部は伝統として遠征費⽤を⾃ら稼ぐため、冬休みにアルバ

イトをしています。しかし、この年はコロナ渦により、県外へ

の遠征が実現しませんでした。そのため使わなかったアルバイ

ト代を少しずつ出し合いバットを購⼊しました。実は、上條先

⽣が今まで使っていたバットは、練習中に熱が⼊りすぎ、地⾯

に叩きつけ折ってしまったのです。その時からキャプテンの岩

垂君は「さすがに、卒業⽣からの贈り物はもう折らないだろう」

と考え、ひそかに計画を練っていたそうです。バットを受け取

った上條先⽣は、「なにより気持ちが嬉しい。いい奴らに育った

な。」と涙ぐんでいました。新しいバットに愛をのせて。今⽇も

上條先⽣は、野球部の指導に励んでいます。 

 

A24 上⽥⻄ 浦野帆乃佳 
⽣徒会太⿎について 

 私たちの学校、上⽥⻄⾼等学校⽣徒会には 40 年以上も続い

ている伝統があります。それは、⽣徒会役員による和太⿎演奏

です。 

 今年の太⿎⻑である深⾕愛純美さんは、⻑として 21 ⼈をま

とめ、⽇々練習をしています。全部で 7曲ある⽣徒会太⿎は全

員が約8ヶ⽉程で完成させることを⽬標に練習に励んでいるそ

うです。しかし、練習は週に 2回で、⼤半の⽣徒が部活動と両

⽴をしながら練習をしており、⼀⼈⼀⼈の努⼒によってなりた

っています。 

 ⽣徒会太⿎について深⾕さんは「⼈数が多い分、全員でそろ



えたり最初から最後まで通すことがとても⼤変ですが、団結⼒

をさらに⾼めることができ、⼼に響くような⾳を奏でることが

できると達成感が⽣まれる」と話していました。 

 ⽂化祭、予餞会、対⾯式と年に 3回ある発表で良いパフォー

マンスをするため、⽣徒会役員は今⽇も練習に励んでいます。 

 

A25 上⽥. 宮嶌 莉々菜 
お濠について 

 上⽥⾼校は昨年、創⽴１２０周年を迎えました。その記念事

業の⼀つとしてお濠の改修を⾏いました。お濠は近年⽼朽化が

進んでおり、底に積もった泥から悪臭が発⽣していました。こ

の状況をどうにかしようと、同窓会事務局⻑の倉澤さんが、⽴

ち上がります。まずお濠の管理をする県教育委員会に改修を申

し込みましが、実現が難しいとされました。そこで倉澤さんが

考えたのは、120 周年の記念事業として同窓会の⼒でお濠の改

修をすることです。同窓⽣に寄付を呼びかけたところ、約 4000

万円が集まり、その資⾦をもとに⼯事を⾏いました。昨年 5⽉

に⼯事が終了し、現在では⻲やカモが暮らす綺麗なお濠になり

ました。 

倉澤さんは「古くから受け継がれてきたものを残すことは⼤切

です。⽣徒やお濠の⽣き物たちのためにもきれいなお濠にした

いと思いました」と話します。 

お濠は上⽥⾼校の誇りです。私たちは伝統と環境を守るため

に何ができるでしょうか。 

 

A26 岡⾕南 五味輝 
利根川先⽣について 

 ３時間⽬、利根川尚吾先⽣の映画講座の始まりです。 

政治経済の利根川先⽣は、授業の合間に必ず映画の解説をして

います。授業の内容に近い映画を２，3 本選んで、予告編を流

します。 

例えば、経済格差を習うときには、2020年アカデミー賞を受賞

したパラサイトを。⼈種差別がテーマの時は、アジア⼈ヘイト

問題を導⼊に、⿊⼈差別を描いた 2018 年のグリーンブックを

紹介しました。利根川先⽣は「社会問題をタイムリーな映画で

解説できるようにしています。⽣徒から、映画観ましたといわ

れた時は、また頑張ろうと思えるんです」と、次の作品を探し

ています。⾃⾝も映画が⼤好きな先⽣は最新作を中⼼に⽉に 6

本ほどを鑑賞するそうです。南⾼の映画評論家、利根川先⽣が

紹介する映画は、現代社会への興味と共に、私たちに⼤ヒット

です。 

 

A27 松本蟻ヶ崎  ⼩林  美⽉ 
今年の書道パフォーマンス甲⼦園について 

  蟻ヶ﨑⾼校書道部は、今年の書道パフォーマンス甲⼦園で⼆

連覇を⽬指します。 ⼀昨年の書道パフォーマンス甲⼦園では、

全国優勝を果たしました。蟻⾼書道部のパフォーマンスの特徴

は、キレのある動きと⽂字の美しさです。去年は、コロナ禍の

ため、⼤会は中⽌となりました。今年は、予選審査を通過する

⼆⼗⼀校が、七⽉⼆⼗五⽇に四国中央市で⾏われる本戦へと進

みます。書道部部⻑⽥中さんは「先輩⽅が⽬指していた⼆連覇

という⽬標を、私たちが背負うことを改めて⾃覚し、⼤会では

蟻⾼書道部らしいパフォーマンスで優勝したいです。」と語っ

てくれました。 

 今回のパフォーマンスのテーマは、⾔葉に想いを込めること

です。さらに、⽥中さんは「誹謗中傷が絶えない今の時代だか

らこそ、多くの⼈に、⾔葉の影響⼒や⼤切さを知ってほしいで

す。」と話します。 

 予選審査の結果は六⽉⼗⼋⽇に発表されます。 

 

A28 松本美須々ヶ丘  瀬島 さやか 
⻑⾕川美穂先⽣について 

「⾼校の時、1番なりたくない職業が教師だった。」 

そう話すのは現在、松本美須々ヶ丘⾼校で教鞭をとっている⻑

⾕川美穂先⽣です。⻑⾕川先⽣は 18 歳の時、ホテル経営学を

学ぶため、アメリカへ留学しました。卒業後は現地での就職を

希望していましたがうまくいかず⽇本へ帰国しました。帰国後、

アメリカで培った英語⼒を使い 16 年ほど英会話の塾講師とし

て働きます。その時、教えていた⽣徒に「先⽣、この仕事天職

だよね。」と⾔われ、かつて苦⼿としていた教師に⾃分が向いて

いるかもしれない。そう思われたそうです。その後、⻑⾕川先

⽣は教員免許をとり現在の⾼校教師に転職します。 

「やりたい事をやるのに遅すぎる事はない。」 

「⼈⽣どうとでもなる。」 

⻑⾕川先⽣は⾼校⽣に英語を教えるかたわらその事を伝える

べく今⽇も教壇に⽴ち続けます。 

 

A29 ⻑野⻄ 藤牧 知瑚 
購買で働いている⽅について 

「少しでも役に⽴ちたい。」そう話してくれたのは、⻑野⻄⾼

校の購買で働く碓井輝⼦さんです。⻑野⻄⾼校の卒業⽣でもあ

る碓井さんは、12年間毎⽇笑顔で⽣徒を迎えています。 

 碓井さんは購買の雰囲気づくりに⼒を⼊れています。彼⼥は

⽣徒に寄り添うために、⾃分から明るく挨拶をしたり話しかけ



たりと気軽な雰囲気を作り上げています。 

しかし、碓井さんは最初から⽣徒に思うように接していたわけ

ではありません。物の販売だけでなく、会話を広げることで⽣

徒が笑顔になる。このことに気づき、彼⼥は積極的に⽣徒に話

しかけるようになりました。 

碓井さんは、⽣徒を応援し少しでも寄り添ってあげることを

⼤切にしています。彼⼥はこれからも笑顔で購買に⽴ちつづけ

ます。 

 

A30 上⽥染⾕丘  ⼩⻄真維 
おけまる⾷堂ぱんとりーソメヤプロジェクトについて 

私達の⾝の回りには満⾜に⾷事をとれない⼈がいます。 

そんな⼈を救うためにおけまる⾷堂ぱんとりーソメヤプロジ

ェクトが⽴ち上げられました。本校の⽣徒１０名と地域の⼦ど

も⾷堂、おけまる⾷堂が運営しています。５⽉３０⽇、このプ

ロジェクトは初めて⼤きな活動をしました。コロナ禍で失業し

た⼈達や 1⼈親世帯に⾷材を配布する『フードパントリー』で

す。上⽥市内の⼩学校で宣伝をしたところ 30 家庭からの申し

込みがありました。今回配布したのは上⽥市から寄付されたお

⽶や味噌など、9 種類の⾷材です。 

このプロジェクトの会⻑を務める本校２年⽣の⼭崎千佐都さ

んは『私達が⾏った活動に感謝してくれる⼈が沢⼭いる。求め

てもらえる限りこの活動を続けたい』と真剣です。いずれは⽂

化祭でもこの活動をしたいといいます。 

⾷を通じて⼈に寄り添うおけまる⾷堂ぱんとりーソメヤプロ

ジェクト。今⽇も⾷材と共に笑顔と幸せを届けます。 

 

A31 ⼤町岳陽 宮永 神那 
奥⽥結⽉さんについて 

 ⼤町スイミングスクールには、何事にも諦めず、努⼒してい

る⽔泳選⼿がいます。１年⽣の奥⽥結⽉さんです。結⽉さんは

中学３年⽣の時、中信地区の⼤会に出ます。結果は、⼥⼦平泳

ぎ１００メートルで２位でした。結⽉さんはこれまで、多くの

壁にぶつかって来ました。その度に⾟い練習をして乗り越えて

きました。結⽉さんが最初の壁にぶつかったのは、６歳の時で

す。最初は⽔が怖くて顔がつけられない程でした。それでも、

上⼿くなりたいという⼀⼼で努⼒を続けます。そして、１ヵ⽉

かけて⽔を克服しました。今も結⽉さんはいい成績を出すため

努⼒を続けます。これからの⽬標は、北信越⼤会に進む事です。

結⽉さんの努⼒が⾝を結ぶ⽇は近いかもしれません。 

 

 

A32 ⻑野吉⽥ ⾼橋 諒多 
「碧空」について 

⻑野吉⽥⾼校の⽂芸班の班誌、碧空が話題となっています。 

碧空は、班員が考えた短歌や⼩説を掲載した雑誌です。語らい、

踏み出す、夢想の三つの章で構成されており、どの章も趣が違

います。 

他校の班誌との⼤きな違いは、表紙を班員が描いていることと

学校で印刷している点です。製本作業は業者に依頼しますが、

全国常連クラスでは、すべてを業者に頼む学校が多いため、珍

しいそうです。 

碧空は 2020 年の全国総⽂祭の班誌部⾨で、優秀賞を獲得し、

北⻑野書店で販売されることになりました。 

班⻑の⽵之内さんは「今まで受け継がれてきた「碧空」への思

いや、先輩⽅が作ってきた読みたくなる班誌という伝統を保ち

ながら、新しい要素を取り⼊れてさらなる⾼みを⽬指したい。」

と、決意を表しました。 

伝統ある班誌、碧空 54 号は⽂化祭でも販売予定です。 

 

A33 南安曇農業 佐藤 舞 
フラワーコースの活動について 

フラワーコースの温室では、３０種類もの草花が育てられて

います。フラワーコースでは、地域の⽅との交流を⼤切にしな

がら活動してきました。地域の⽅が参加できる講座を開いたり、

販売実習として学校の近くにある病院や銀⾏へ出かけたりし

て、交流を深めてきたのです。しかし、新型コロナウイルスの

影響で、講座は中⽌となり、販売に⾏くことも難しくなりまし

た。地域の⽅との交流が、ほとんどできなくなってしまったの

です。そこで、「校内寄せ植え講座」を企画しました。南農の先

⽣⽅を⽣徒にして、フラワーコースの⽣徒が寄せ植えを教える

企画です。３年⽣の松沢柊希さんは「⼈前で話すのは苦⼿だが、

わかりやすく説明できるよう努⼒している。美しい寄せ植えに

なったのを⾒て、先⽣が喜んでくれると⾃分も嬉しい。」と笑顔

で話してくれました。 

 平⽇の⼣⽅５時まで、温室で寄せ植え⽤の草花を買うことが

できます。好きな花を組み合わせて、世界に⼀つだけの寄せ植

えをつくってみませんか。 

 

A34 松本深志 上條 陽⽉ 
緑茶について 

 今年のとんぼ祭で、深志オリジナルブレンドの緑茶が登場し

ます。本校 2年⽣の⽮野晶さんは、探究の時間に緑茶の合組に

挑戦しました。合組とは、茶葉の個性を組み合わせて、安定し



たお茶を作り出す事です。味に深みと広がりを持たせるために、

茶葉の配合を⼯夫します。⽮野さんは、「合組はすごい。少し茶

葉の割合が違うだけで、味の厚みが⼤きく変わる。」と話します。 

⽮野さんが使ったのは、それぞれ⾊も味も異なる、静岡県産の

6種類の茶葉です。配合を１割ずつ変えて、11通りの試作品を

つくり、2 つのブレンドを完成させました。そして、⽢みを利

かせたお茶を「蜻蛉空」苦味を利かせたお茶を「⾃治の⾵」と

名付けました。 

「急須で淹れた緑茶の味をみんなに知ってもらいたい。」 

と⽮野さんは話します。 

とんぼ祭当⽇は、様々なブースからすてきな緑茶の⾹りがた

だよってくるでしょう。 

 

A35 ⻑野 塚⽥百⾹  
地域伝承ウォークラリーについて 

みなさんは⾃分の住む地域の⺠話を知っていますか？ 

地域特有の⺠話を⾝近に感じてもらおうとする取り組みが⻑

野市の湯⾕地区で⾏われています。その名も地域伝承ウォーク

ラリーです。本校３年⽣の原⽥真優さんが計画しました。 

昔から湯⾕地区に住むお年寄りから紙芝居を使って⺠話を教

えてもらいます。⺠話を語る優しい⼝調を⽬当てに多くの⼈が

集まっています。特に⼦供達からは、昌禅寺のしろまむし伝説

が⼈気です。またこの活動は地域間の交流も盛んです。⺠話の

舞台周辺を歩きながらその場に集まった⼈と会話を楽しむ姿

が⾒られます。 

原⽥さんは、「⺠話を知ることで⾃分の住む地域に愛着がもて

るきっかけをつくりたい。この活動が多くの地域に広まってほ

しい。」と熱く語ります。 

地域間の交流も魅⼒な地域伝承ウォークラリー。 

⺠話をとおして地域の輪も広がっています。  

 

A36 松本蟻ヶ崎 成瀬  優⼤ 
ぎんが祭のボランティア活動について 

今年のぎんが祭は、バザーに代わって、「シトラスリボンプロジ

ェクト」とランドセルや⽂房具、楽器の寄付を⾏うボランティ

ア活動が⾏われます。「シトラスリボンプロジェクト」は、コロ

ナの患者やその家族、医療従事者への差別や偏⾒をなくすこと

を⽬指すものです。中⼼になっているのが、副会⻑の藤⽥萌⾳

さんです。 

 藤⽥さんは、世界中で困っている⼈たちを救いたいと思い、

この活動を始めました。「家にある使わないものが、困っている

⼈の役に⽴つのは⼀⽯⼆⿃」と話します。「コロナでの差別や偏

⾒をなくし、医療従事者へ感謝を⽰せる」と 2つの活動を⾏っ

ています。 

 藤⽥さんは、「活動を通じて、⾼校⽣の私たちが、⽇本だけで

なく、世界で困っている⼈たちを救えることを⾝近に感じてほ

しい」といいます。 

 ぎんが祭は、6 ⽉ 25 ⽇から 4 ⽇間⾏われます。あなたの思

いが、困っている⼈たちを救います。 

 

A37 岡⾕南 ⼩平くるみ 
英語部の 3⼈が、縄⽂の翻訳に挑戦です。翻訳したのは、下諏

訪町埋蔵⽂化祭の展⽰する博物館、星ヶ塔ミュージアム・⽮の

根やのリーフレットです。諏訪⼤社を抱える下諏訪町は、外国

⼈観光客も多く、英語部に翻訳の依頼が来たのです。A4 三つ折

りのリーフレットに、縄⽂時代から盛んに採掘された、⿊曜⽯

の歴史が載っています。部⻑の濱ひかりさんは、ALTのジョン

先⽣と、英語の表現を模索しました。「縄⽂時代」は翻訳できず、

説明を伴うからです。他にも、⽯のキャラクター「こくようく

ん」は、⿊曜⽯を意味する「オプシディアンくん」に改名しま

した。狩りに使う⼸⽮は、ボウやアロウではなく、ハンティン

グ・ウェポンと表しています。濱さんは、「違う⾔語で伝える難

しさを実感した。これから多く外国の⽅に⾒て欲しい」と話し

ます。この春、およそ 3か⽉をかけた英語版リーフレットが完

成しました。濱さんたちの翻訳が、世界のジョーモン・ファン

を待っています。 

 

A38 上⽥  早川 真由 
    アンデパンダンについて 
上⽥⾼校の⽂化祭では、アンデパンダンが伝統として⾏われ

てきました。アンデパンダンとは、ダンボールや紙粘⼟などを

使ってオブジェを作る企画で、個性豊かな作品が来場者を楽し

ませてきました。 

 しかしこの伝統は今、廃⽌の危機にあります。オブジェの制

作によって⼤量のゴミが出ることに対し、SDGsの⽬標の⼀つ

「つくる責任 つかう責任」に反しているという問題があるか

らです。先⽣⽅からは、廃⽌の声もあがっています。⽣徒から

は開催を希望する声が多く、どうやってゴミの問題を解決する

か、実⾏委員会で話し合いが続いています。ですが、今も具体

的な解決策は⾒つかっていません。 

 松尾祭実⾏委員⻑の守屋理⼦さんは「私たちの代で伝統を途

絶えさせたくない。いろいろな視点から考えて解決策を⾒つけ

たい。」と話します。 

 アンデパンダンは、上⽥⾼校の伝統の⼀つです。伝統は、時



代の変化に合わせて受け継いでいくことが求められています。 

 

A39 エクセラン 有賀うてな 
重要⽂化財に描かれた⿊板アートについて 

 古い校舎に、50年前の街並みが蘇りました。信州⼤学の前⾝・

旧制松本⾼校の校舎は、昭和 48 年まで多くの学⽣を送り出し

てきました。現在は国の重要⽂化財として、ヒマラヤ杉に囲ま

れてひっそり佇んでいます。当時の賑わいを取り戻したい。そ

んな松本市の依頼を受けた、本校美術科の 18⼈が、今年 4 ⽉、

⿊板アート制作に挑戦しました。3 年の平林花さんは「重要⽂

化財に絵を描くなんて」と、緊張を隠せません。モチーフは、

50年前まで市街地を⾛っていた路⾯電⾞です。⾞体は⻩⾊、空

は⻘、街並みを⽩いチョークで表現し、急いで乗り込む学⽣の

姿も加えました。描き上げた平林さんは、「たくさん資料を調べ

た中で、時を超えて当時の学⽣と触れ合えた気がした」と笑顔

です。作品は⼀般公開され、松本の歴史を伝えています。その

校舎には、再び学⽣たちの笑い声が響いていました。 

 

A40 上⽥染⾕丘 鎗⽥柊佳 
     本校の図書館について 
本校の図書館で新たな取り組みが芽吹こうとしています。「図

書館と SDGｓの学習との結び付きを強めていきたい」こう話

すのは、図書委員⻑の⽥中芽吹さんです。 

 芽吹さんがこう考えるようになったきかけは、昨年１２⽉に

⾏われた SDGｓブックトーク。感銘を受けた本を SDGｓに関

連付けて紹介するイベントです。国連とゆるやかにつながる図

書館に指定されている中学校や⾼校から、多くの⽣徒が参加し

ました。芽吹さんは、「同世代の⼈のいろんな意⾒に触れて視野

が広がった。校内でもこの活動を広めていきたい」と意欲的で

す。しかし、どれだけの⽣徒が呼びかけに応えて集まってくれ

るかなど、不安が残ります。それでも、できることから SDGｓ

との結び付きを強めようと、試⾏錯誤を重ねています。 

 図書館だからこそできることを⼤切に。上⽥染⾕丘⾼校の図

書館は、これからも⽣徒と世界の架け橋として発展し続けます。 

 

A41 ⼤町岳陽 横川 柑菜 
⻑屋義丈について 

1年の⻑屋義丈くんは今年からボクシングを始めました。週に

五回ジムに通っています。⻑屋くんが本気でボクシングをやる

理由は、11年間続けたきた⽔泳にありました。記録が伸びない

と悩んだ時もあったそうです。それでも、⾃分を信じ練習を続

けてきました。その結果中学三年⽣で出た全国中学体育⼤会で

は、13 位という記録を残します。この記録は標準記録を 0．7

秒上回っていました。⻑屋くんは、「⽔泳でかけがいのない仲間

を⾒つける事が出来た。諦めない⼼を持てるようになったので

⽔泳をしていてよかった。」と真剣に話します。今後の⽬標は、

ボクシングで勝ち続け⼤学⽣までにプロになる事です。⽔泳で

強くなった⻑屋くんがプロとしてリングに⽴つのは遠くない

ことかも知れません。 

 

A42 松本美須々ヶ丘  ⼩松 威仁  
クラシックバレエ⽥中あいみさんについて 

「バレエには他のことを諦めてでもやる価値がある。」この⾔

葉にはあいみさんの決意が詰まっています。 

あいみさんがバレエを始めたのは、バレエをやっていたお⺟

さんに憧れ、体験に⾏ったのがきっかけでした。バレエの他に、

習い事をしていたあいみさんは、学年が上がるにつれ、バレエ

との両⽴が難しくなり、好きなことでもやめなくてはならなく

なりました。あいみさんにとって『やめる』という⾔葉は、た

だの決断ではなく、夢への第⼀歩でした。 

 「バレエの練習の中で、苦しく感じる時もありますが、公演

や舞台に⽴たせてもらえる時が⼀番幸せ」と語るあいみさんは、

舞台の上に⽴つ仕事が夢だそうです。その夢を叶えるため、毎

⽇の頑張りが、将来につながると信じ、あいみさんは今⽇も練

習を続けます。 

 

A43 ⻑野⻄  藤牧 和瑚 
英語班について 

⻑野⻄⾼校の英語部には、1 年⽣から 3 年⽣までの 7 ⼈が所

属しています。そんな英語部は、毎年 10 ⽉に東北信の⽣徒が

集結する⼤会に、チームで出場します。英語で討論を⾏い、そ

の中でしっかりとした英語の⾔葉で話が伝わっているか、論理

的な⽭盾が無いか審査されます。それに加えて、良い発⾳で話

すことも重要です。 

しかし、夏休みが明けると、⼤会に向けた本格的な練習が始ま

り、とても忙しくなります。そんな時は、⽣徒がお互いに励ま

し合って乗り越えています。英語部の顧問、宮沢久先⽣は「⽣

徒が⼤会に向けて⼀⽣懸命準備する姿や、⼤会で頑張る姿を⾒

ると、⼼を打たれる。」と期待を膨らませます。 

英語部は今年、県⼤会まで進み上位⼊賞することを⽬指して

います。英語部の今後の活躍に、熱い眼差しが向けられます。 

 

 

 



A44 松本蟻ヶ崎  ⼀志  さくら 
縣先⽣について 

3 ⽉、ＡＨＤ30に縣晴⾹先⽣が⼊りました。同好会に先⽣が⼊

るのは今までに無いことです。縣先⽣は、はじめてのヘアドネ

ーションに挑戦します。 

 ＡＨＤ30は、蟻ヶ﨑⾼校のヘアドネーション同好会です。こ

れは、髪を失った⼦どもたちのウィッグをつくるために、髪を

寄付する活動です。背中にかかるロングヘアの縣先⽣は、ここ

2 年、整える程度にしか髪を切っていません。最後に短くして

から、２５センチくらい伸びました。髪が⻑くなっていたとこ

ろに、ＡＨＤ30の先⽣からの誘いで、同好会に⼊ることを決め

たそうです。 

 縣先⽣は「髪をいつ切るかは決めていませんが、短くするこ

とがあまりないので、わくわくしています。」と話します。  

 ヘアドネーションには31センチ以上の髪の⻑さが必要です。

「今あるもので⼦どもたちの役に⽴てるなら。」と、あと 6 セ

ンチを⽬標に、縣先⽣は髪を伸ばします。 

 

A45 岡⾕南 ⼩池克哉 
    林校⻑先⽣について 

雪が残る 3 ⽉ 2 ⽇、昨年度の卒業式が開かれました。しかし、

その時証書を受け取ったのは、卒業⽣だけではなかったのです。 

南⾼ 1年⽬の、林秀徳校⻑先⽣は、校⻑室で、5 枚の⾃作の感

謝状を⽤意していました。卒業⽣の担任の 5 ⼈の先⽣に贈るた

めです。それぞれの先⽣のいいところや、特徴、感謝の⾔葉が

添えられています。 

式を終えた最後のロングホームルーム。 

校⻑先⽣はクラスに向かい、⽣徒の前で感謝状を読み上げたの

です。⼿作りの証書を受け取った 3年 E組の倉坪先⽣は「こん

なこと初めてです。驚きました。⼤切にします。」と、涙を浮か

べます。校⻑先⽣は「僕にとって、先⽣たちは⾃分の⼦どもの

ような存在です。最後に出来るだけのことをしてあげたかっ

た。」と話してくれました。 

想いを伝えるためには、考えてしっかり⾏動すること。 

校⻑先⽣の背中が教えてくれています。 

 


