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巻 頭言

世界に羽ばたけ! 34期生!!
育友会会長

鈴鹿
桜の蕾も色づき始め、柔らかな春の日差しが感じ
られる時節となりました。

秀雄

う。また、コロナ禍において先生方のご努力で他校
も羨むほど素早く対応して頂き、安心安全に充実し

この春、西大和学園中学校、高等学校を卒業され
る皆さん、ご卒業おめでとうございます。また、保

た学校生活を送れている有り難さを生徒の皆さんが
一番身近で感じ取られてきたと思います。

護者の皆様方におかれましてはこの1年間育友会活

皆さんは今まで幼児、園児、児童、生徒と、呼び

動に深いご理解とご協力を賜りまして誠にありがと

名と共に成長してこられましたが、これからはほと

うございました。さて、皆さんは夢や希望を胸にこ

んどの方は学生となられ、やがて社会人となられま

の西大和学園に入学されてから6年間或いは3年間

す。生まれてから生徒までの間はご両親や学校に大

の学園生活でしたが、あっという間ではなかったで

事に守られてきましたが、学生になれば好むと好ま

しょうか。勉強だけではなく、クラブ活動や諸々の

ざるにかかわらず、徐々に社会の一員としてその仕

学校行事、各種プログラムなど休む間もなく経験さ

組みの中で個人として扱われる事になります。折し

れ、この学園でしか味わえないかけがえのない濃厚

もこの４月から法的な成人の年齢が20歳から18歳

な青春時代だったと思います。時には先生方の熱

に引き下げられます。皆さんは卒業とほぼ同時に名

いご指導を仰ぎ、時には各イベントで自主性を培

実ともに「大人」になられる訳です。西大和学園で

い、友人達と固い絆を深められた事でしょう。一昨

の6年間或いは3年間で培ったすべての経験と豊富

年来のコロナ禍においては学校行事も大きな影響を

な知識、そして何より素晴らしい「仲間」を一生の

受け、西大和学園の良き伝統行事も延期、中止を余

財産とし、この学園の卒業生として誇りと自信を

儀なくされましたが、幸いにも34期の皆さんは中

持ってこれからの人生を歩んでいって欲しいと思い

学の全てのプログラム及び高校の海外探究プログラ

ます。そして、今の自分があるのはこれまで育てて

ムを体験する事が出来ました。ただ、学園生活の集

下さったご両親、お世話になった先生方、自分に関

大成とも言うべき高２の体育祭や文化祭等の運営は

わって下さった全ての方々のお陰であるという感謝

従来通りには実現できず、悔しい思いも沢山された

の気持ちを忘れる事無く益々努力をし、世界のリー

事と思います。感受性豊かなこの時期に、世の中に

ダーとして羽ばたかれる事を願っています。

は自分の力ではどうする事も出来ないものが有ると

最後になりましたが、子供たちをここまで全力で

いう事実と、当たり前だと思っていたささいな日常

惜しむ事無く熱心にご指導頂いた頂いた理事長、学

生活が何よりもかけがえのない貴重な時間だと身を

園長を始め教職員の皆様には心より感謝申し上げま

もって体験できた事は今後の人生において決して無

す。そして、西大和学園の益々の発展と卒業生たち

駄ではなく、きっと皆さんの大きな糧となるでしょ

の各方面でのご活躍をお祈り申し上げます。
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祝卒業特集⑴

教職員から卒業生に「贈る言葉」

探究

誠実

世界基準で考えて
行動しよう！

気迫

学園長

岡

校

田

清

弘

長

中

西大和学園高校が優勝した第41回全国高等学校クイズ選手
権。代表３人の奮闘ぶりは多くの人たちの感動を呼んだ。掃除
機の風を逆送りして砂を巻き上げるという発想は、今回のクイ
ズ選手権のコンセプトと見事に合致した。「ソウゾウ脳」、（想
像×創造）する力を問うというクイズがどんどん出題された。

岡

義

久

ご卒業おめでとうございます。皆さんの門出を、心から祝福
いたします。
令和の幕が開こうとする春、入学式で、リーダーとしてのポ
テンシャルの基となる「好奇心」
「洞察力」
「共鳴力」そして「胆
力」を培うために、本校の多様な取り組みを積極的にやってみ
ようと、お話をしました。あれからもう３年経つのですね。刺

その中で西大和学園のクイズ研究部の3人が力を発揮したとい

激や感動の多い学園生活を過ごすことができました？皆さんが

う事が興味深い点だった。

精一杯チャレンジした経験は、きっと大きな成長に繋がってい

もう一つ好きな場面がある。僅かな大きさの差のボールを仕

ると確信しています。

分ける場面だ。道具を使った仕分け装置を懸命に探したチーム
は結局、時間との勝負に敗れた。西大和学園のチームもその時
間と闘いながら、もうだめかと思われた瞬間、最後の手段とし
て選んだのが「黙視」だった。そして、勝ち抜いた。多くの視

さて現在、世界を見渡してみると、コロナウイルスの影響も
あり、デジタル革命が起こり、イノベーションが至るところで
生まれています。ZoomやTeamsを使って会議をしたり、授業
をするなど、１〜２年前は誰も予想すらしてなかったですよね。

聴者の共感を呼んだはずだ。人が土壇場に追い込まれたときの

また、AIをはじめとする様々なテクノロジーが進歩し、私た

最後の手段。

ちの日常生活が大きく変化しています。今後、急速な変化が度々

我々の生活の中でもよくある話だと思った。例えば、多くの
科学者や研究者は最先端のスキルだけでは世紀の発見や発明は
生まれないという事を知っている。スポーツの世界でもそうだ
ろう。努力に支えられた最高の技術があって、諦めない心や最

起こっていくと言われています。10年先におこるだろうと思わ
れていたことが、３年先に実現したり、３年先と思われていた
ことが１年先に実現したり…。そこで、未来世界で活躍してい
くには、皆さんは「常に自分を磨き続ける」ことが重要である
と考えています。今までの知識やスキルは直ぐに陳腐化され

後までやり抜く力はもちろん大切だが、最後に決め手になる何

ます。あるいはAIがとってかわることになるかもしれません。

か、それは、ものすごくアナログで、オーソドックスで、基本

本当にエキサイティングな時代ですね。

的だったりするのだろう。

またデジタル革命は、国際競争をより激化させました。日本

西大和学園の「校訓」を思い出した。

は、世界の潮流から既に外れていると言われています。このま
までは、日本は世界から完全に取り残されてしまうかもしれま

新たなものを生み出す探究心

せん。そこで皆さんには、「常に世界の潮流をみる」ことを心

人の心を理解し、思いやる誠実さ

がけてほしいのです。日本から見える景色だけを見ていては、

気迫を持ってやり抜く力

考えが鈍ってしまいます。英字新聞でも海外のニュース番組で
も構いません。ぜひ世界の情報を得て、「世界は何を考えてい

この３つが揃えば、大抵のことは何とかなる。あまり考え込
まずに、何事にも積極的にチャレンジし、思考と試行錯誤を繰
り返す。この小さな習慣の積み重ねが運命を決める。良い本を

るのか。どこに向かっているのか」と、
『世界基準で物事を考え、
その上で、自分は何をやりたいのかを自ら考えて行動していく
こと』が、皆さんの未来を拓いていくことになるでしょう。

読み、色々な人と出会う。何事も決めつけず、学び続ける。ま

最後に、皆さんが無事に卒業の日を迎えられるのは、常に愛

た、新しいことにチャレンジしていく。この循環が夢や目標を

情を注いでこられた保護者の皆様、そしてたくさんの友人たち

叶える。

や先生方、そしてさらには地域の方々の温かい支援があったこ
とを忘れてはいけません。今日という機会に、皆さんがこれま

そして、一つの成功が多くの人たちを幸せにしていく。

で受けてきたさまざまな恩に対して感謝の気持ちをぜひ持って
頂きたいと思います。そして皆さんが、高い志を抱き、様々な

卒業生の皆さん、おめでとう。

ことに挑戦していってくれることを願っています。皆さんのこ

次代を担うリーダーとして、皆さんの大活躍を期待しています。

れからの人生が幸多からんことをお祈りしています。
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祝卒業特集⑴

教職員から卒業生に「贈る言葉」

青春の夢に忠実であれ
教

「負けてみよう」

頭

飯

教頭・寮長

田

光

政

牧

村

繁

宏

34期生の皆様、ご卒業おめでとうございます。高等部の皆さ

出逢ってくれてありがとう。
これだけたくさんの人がいる中で、これだけ広い世界の中で、
これだけたくさんの学校がある中で、君たちとここで出逢えた

んとは高２から現代文の授業を担当させてらっている御縁もあ

のは奇跡的な確率です。君たちの大事な大事な青春にどれだけ

り、また寮生も担当させてもらっている御縁もあるので、今日

多くの経験を一緒にできたのかと思うと、ただただ感謝です。

の感慨はひとしおです。

西大和学園を選んでくれて、
そして出逢ってくれてありがとう。
西大和学園は君たちの通過点です。
これからの人生を考えると、
もしかすると踏み台にもならないくらいの通過点です。これか
らの方がきっと苦難の連続です。でも、その苦難をなんとか乗
り越えるための「礎」になっていればと祈るばかりです。

「がんばれ」「夢を持て」と「定型句・社交辞令」みたいなこ
とを卒業に向けて、言うのは、どうも私の性分に合いません。
これからお伝えするのは、私のつまらない失敗談ですが、そこ
から何かを掴んで頂けたらありがたいです。
私がそうであっただけで、皆さんにも当てはまるかどうかわ

前を向いて走り続けてください。
振り返り、思い出に浸るのは年を取ってからで十分です。まだ
まだ若い君たちは、青春の夢に向かって走り続けて下さい。夢
を追えばまた新しい夢も見えてきます。おもしろさや、やりが
いを持っておもいっきり走ってみて下さい。そして、ふと疲れ

かりませんが、学生時代の私は「天狗」になっていました。西
大和学園を卒業し、希望の大学に合格できた私は、それを鼻に
かけていました。浪人した同級生を見下すような気持ちがどこ

た時、どうしてもダメになりそうな時、もし思い出すことがあ

かにあった気がします。また、アルバイトの面接では、ほとん

れば西大和学園に帰ってきてください。ここには君たちのこと

ど書類だけでパスしてしまう。このことがいっそう私を尊大に

を大事に思い、一緒に人生を考えた人たちがいつでもいます。
いつでも味方です。西大和学園が君たちの帰る場所のひとつに

させてしまいました。大学ではロクに勉強もせずに、自転車に

なれればこんなに幸せなことはありません。

乗って各地を放浪し、これを大学生にしかできない特権だと勘

でも情けないことを言いに帰ってくるのは許しません。中途半

違いしていました。自己研鑽も何もせずに、就職活動もいきあ

端だったり、人のせいにしたり、人生を賭けて集中できていな
い時は帰ってくる間を惜しんで走りなさい。おもいっきり走っ

たりばったり。それでもなんとかそれなりの会社に就職できて

て、ぶつかって、ぐちゃぐちゃになって、潰れそうな時は、潰

しまった私が、自己の愚かさに気づくことはありませんでした。

れる前に帰ってきてください。必ず味方のままでいます。

入社してみると、大学の名前などはこれっぽっちも役に立ちま

大風呂敷を広げてください。

せん。入社してからの勉強・努力が全てです。しかしながら、

できないと決めつけないで、諦めないでください。誰に何を言

努力する心などとうの昔に忘れてしまった私は、「こんな資格

われてもにっこり笑って「できるさ！」と言い放ってください。
君らは何だってできるし、何にだってなれる。できない理由を

無くても仕事できるやろ」と強がりながら、同期に置いていか

探すのでなく、言い訳や逃げ道を探すのでなく、できる方法を

れる毎日でした。様々な事情から、その会社を転職しましたが、

探し続けてください。
諦めない限りいつか必ずたどり着けます。
夢は、人に笑われるくらいがちょうどいい。大風呂敷を広げ、
自ら退路を断てばあとは実践あるのみ！途中で足を引っ張る人

そこには「負けを認めて努力できなかった自分」のぶざまな姿
がありました。

が出てくるかもしれない。けれど、努力し続ければ、応援して
くれる人も必ず出てきます。あなたの努力が本物であればある

みなさんがこれまでの努力で「今」の「地位」（社会評価）

ほど、必ず助けてくれる人、応援してくれる人が現れます。一

を得たことは間違いありません。しかし、次のステージではそ

人では遠くに行けません。いろんな人とチームを組み、助け合

の「地位」は何の意味もありません。それどころか、足枷になっ

い遠い遠い大きな夢に向かって走ってください。我々は必ず応
援しています。
出逢ってくれてありがとう。
生まれてきてくれてありがとう。
私もまだまだチャレンジします。

てしまうこともあります。これまでの成功経験にすがっていた
り、プライドにこだわっていたりすることで、あなた自身が本
当のあなたの姿に向き合うことを妨げしまいます。
「脇目もふらず」という言葉の意味が身に沁みて分かるよう
になれば大丈夫です。

君らに負けないように。
卒業おめでとう。

これからの人生で上手く行かないことが起きた時は、いさぎ
よく「負け」を認めて下さい。さあ、「負け」てみましょう。
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祝卒業特集⑴

教職員から卒業生に「贈る言葉」

人との縁と
義を大切に

丸くなるな、★星になれ

中等部高３学年部長

澤

井

賢

高校３年１組担任

吾

山

これからの時代がどうなっていくのか、皆さんが西大和学園
中学校に入学した６年前、よく考えたものです。AIがブーム
になってきて、AIが人間を超える、そんな話が持ち上がって
いた頃でした。だから、大学入試も変えるんだ、教育も変える
んだ、と教育界全体が意気込んでいたように思うし、実際に今

中

源

太

34期生の皆さん、卒業おめでとうございます。西大和学園で
の生活は楽しかったでしょうか？
今日君たちは高校生という枠から飛び出し、一人の大人へと
なります。これまでは、厳しい学校ではあったかもしれません
が、ある程度は自由に何でもさせてもらっていたわけです。ま
ずは今まで育ててくれた親御さんに感謝してください。ありが

もそうでしょう。私も、
皆さんにたくさんの体験をしてほしい、

とうって。

より高度な知識を学んでほしいと思い、いろいろなことをした

さて、垂れ幕にも書きましたこの言葉、
『丸くなるな、★星に

つもりです。しかし、誰もが予想しなかった、新型コロナウイ
ルスの出現により、時代がまた新たな方向に動こうとしていま
す。時代の変化というのは、なかなか予想がつかないし予想が
できない、
本当にこの６年間で思い知らされたように思います。

なれ』
。高校3年生の君たちにはまだ聞きなれないかもしれませ
んが、これは私がこよなく愛する『サッポロビール』のキャッ
チフレーズです。
（毎日仕事が終わったらサッポロビールを飲
む、これがたまらんのです。
（笑）
）
頭のいい君たちは、社会に出て様々な経験を積む中で人と上

私は常々、選択肢を広げてほしい、選択肢を多くもってほし

手く付き合っていく方法を学び、そつなく仕事をこなしていく

いと思っています。スペシャリストがダメ！ジェネラリストが

方法を覚え、他人の痛みがわかる良い大人になっていくので

いい！というつもりもありません。ただ今後、このような時代
の変化に対応し世界を変えていけるのは、どちらか、ではなく、
スペシャリストかつジェネラリストであると思っています。だ
から、選択肢を多くもち、様々な知識を得た上で、社会に出て
ほしい。多くの知識を高いレベルで持ち合わせ、その中でも突
出したものがあれば、それを活用すればよい。他の知識を捨て
る必要はない。それらが、また、別の方向から自分の分野への

しょう。それは社会で生きていくうえで非常に大切なことでは
あります。しかし、それが本当にいいことなのか？周囲と摩擦
が起こらないように棘を無くし丸くなった今の自分は過去の自
分と比べて素敵な大人になっているのか？そんなことをふと立
ち止まって考えさせてくれる、そんなフレーズだと思っていま
す。
何年後かに、
お互いに、
あっと驚くような魅力的な人間になっ
て、サッポロビールで乾杯しましょう★

新たなアプローチ方法になることもある、そう思います。
話したことがあるでしょうか、私の大学の数学科の友人が、

人生楽しく

数学基礎論を勉強していたのに、今や、大学の医学研究科で
AIと数学を組み合わせた分野を研究しているそうです。数学
基礎論が医療やAIに、そんなの、大学で数学をやっていると
きに、誰が想像できたか・・・
（今でもどう結びつくのか、私

高校３年２組担任

にはイメージできませんが。
）そう思うと、今後、どんな分野

稲

と分野が融合していくか、
全く想像もつきません。だからこそ、
これから先も様々な知識を身につけ、いざというときに引き出

まれません。どんな知識と知識が結びつくか、これも、多種多
様な人との関わりをもち、話をすることで生まれることでしょ
う。だからぜひ、これまで出会った人との縁を大切に、そし
て、これからさらに多くの人と出会ってコンタクトをとってほ
しい。そのときに、以下を思い出し、人との縁と義を大切にし
たら、いつかその事が大きなエネルギーを生み出すかもしれま
せんよ。

道

康

卒業おめでとう。

せる力をつけてほしい、そう思います。
さらに、自分一人だけの知識では、なかなか新しい発想も生

垣

３年間の高校生活は楽しかったか？これからの１年は楽しい
と思うか？ 10年後、30年後の自分は楽しんでいると思うか？
１度しかない自分の人生だから、
全力で楽しんでもらいたい。
でも、自分だけの人生ではないので、自分や周りの数人だけが
楽しいのでは意味がない。
「楽しい」は「楽」とは違う。本気で楽しむためには、本気
で苦しい時間や本気でしんどい時間も必ずある。そこを乗り越
えないと本気で楽しいと思える瞬間はやってこないのではない
かと思う。

一、人に優しく

いつも誰かに気を遣ってもらっていて、いつも誰かに助けて

一、人を自分から嫌いにならない

もらっている。逆に、誰かに気を遣い、誰かを助けているのだ

一、人に与える

と思う。自分だけでは乗り越えることができないようなしんど

西大和学園は通過点にすぎません。これから先のほうが、皆

いことも、誰かと助け合って、支え合って、乗り越えていって、

さんの活躍できる場は多種多様にあります。ここではない、ど

本当に楽しい人生にしてください。
ただ、どうやっても無理な時は、１回逃げるのもありですよ。

こかで、
大きく羽ばたいてくれることを願っています。そして、
私は、いつもここ、西大和学園にいます。皆さんが、どこかへ

すべての壁に対して正面から乗り越える必要はない。ただ、そ

羽ばたいていくその前に、ふと、会いに来てくれることを楽し

の壁の向こうにしか自分の進みたい道がないのなら、１回逃げ

みにしています。
卒業おめでとう！ではまた！

て、
乗り越える方法を考えて、
乗り越えられるまで何度でもチャ
レンジ。
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「Wish you Godspeed!」

よい旅を

学年主任・高校３年３組担任

松

岡

満

高校３年４組担任

矩

小

卒業おめでとう。よく頑張りました。朝から晩まで勉強勉強。
てんこ盛りの模試に行事に追試に果ては生徒指導…。本当に忙
しい６年間でした。嬉しいこと楽しいこと、いっぱいあった
ねぇ。嫌なこと、辛いこともいっぱいあったよね。君たち一人
一人の失敗と後悔、努力と挑戦、そして挫折と栄光を想うと涙
が出ます。本当にお疲れさまでした。先月までは、「たそがれ
て感謝するのは今ではない。全部終わってからきちんと、です。」
と言ってきましたが、今がまさにそのとき。今まで支えてくれ
た家族、友人、そしてないと思うけどもしあれば先生方にも、
思う存分あふれんばかりに圧倒的感謝の気持ちを伝えなさい。
無事この日を迎えられたのは、周りの支えがあったからこそだ
とあらためて真心で理解し胸に刻みなさい。そして同時に、こ
れからは自分の足で立ち歩いていくのだと、胸を張って洋々と
自分の人生を送っていくのだという覚悟を決めなさい。卒業式
とはそういう日です。これからの旅の安全を祈願して、この言
葉を送ります。６年間ありがとう。君たちと一緒に過ごすこと
ができてとてもとても幸せでした。

「よーい、はじめ」

高校３年５組担任

島

重

亮

ご卒業おめでとうございます。中学、高校時代という人生で最も輝かし
い時を過ごす皆さんの近くで、日々成長する姿を見ることができたことを
光栄に思います。女子は中学２年生から、男子は中学３年生からのお付き
合い。いろいろありましたが、こうして振り返ってみると本当に楽しい日々
だったなと感じています。
さて、高校入学式に私が皆さんに贈った言葉を覚えていますか？そうで
す、「ツイてる」でした。多種多様な学教行事やプログラムに参加するこ
とで得られた経験や学び、才能豊かなクラスメイト、距離感の近い教師た
ち、過保護なカリキュラムなど、西大和学園に通った６年間は皆さんにとっ
てツイていたのではないでしょうか。ただ、こうしたカリキュラムや教師
陣のおかげで、皆さんはだいぶ甘やかされた状態で大学へ行くことになり
ます。大学はこんなにも親切ではないので、これから皆さんが「自分から
積極的に」取り組めるのか甚だ心配です。皆さんはこの６年間でもちろん
成長しましたが、世の中に対する認識が相当甘くなっています。世の中は
厳しく、自分中心にはまわっていない。また、世の中には豊かな才能を持
つ人々で溢れています。そんな才能溢れる相手は日本語を話すとは限りま
せん。アプローチしようにも言葉が通じないなど今は理由になりません。
大学入学後は語学をもう一度見直し、特にスピーキング力を高めるために、
積極的に海外へ行ける世の中に戻るとよいですね。英語はもちろんのこと、
英語以外の言語の習得を目指しましょう。また、大学で専門分野だけを一
心不乱に取り組んでいてはその先通用しないでしょう。専門外の分野への
幅広い知識の習得や、様々な取り組みに自分から積極的に参加する姿勢が
大切です。学問的な扉を開け続け、常に道半ばの人生を送ってほしい。ま
たいつか、現在取り組んでいることや、その先のビジョンをご飯でも食べ
ながらでも聞かせてください。皆さんにはこれからも西大和学園がついて
います。それでは、よい旅を。

世のため 人のために

寺

藤

高３寮担任、3・4組副担任

幸

大

君たちが入学したのが、2016年の４月。入学から卒業までの
６年間続けて関わることができたことに感謝します。いろんな
ことがありましたね。１つ１つのできごとが良い思い出です。
ありがとう。
君たちは2034年に30歳になります。ここからの30年間は、君
たちの時代です。34期の君たちには、この時代の中心として活
躍する人であってほしい。
そのための準備を今日から始めよう。大学生時代や20代の過
ごし方が、2034年からの自分の、日本や世界の未来を決めます。
健全な精神と真心のある人間になる。
人の上に立つ者は、周りから慕われることが大切です。
人徳のある人は、常に自分の心を穏やかに保ち、ひとつひと
つを丁寧に行動し、相手を尊重し気遣いを忘れない人です。そ
んな人の周りには自然と人が集まります。
世のため人のために、多くの人を幸せにする人生を歩んでいこ
う。
子曰、学而時習之。不亦説乎。有朋自遠方来。不亦楽乎。人不
知而不慍。不亦君子乎。
子曰わく、学びて時に之を習ふ。亦説(よろこ)ばしからずや。
朋有り、遠方より来たる。亦楽しからずや。人知らずして慍(う
ら)みず、亦君子ならずや。
子曰、非其鬼而祭之、諂也。見義不為、無勇也。
子曰わく、其の鬼(き)に非ずしてこれを祭るは、諂(へつら)いな
り。義を見て為(せ)ざるは勇なきなり。
お前たちにならこれからの未来を託すことができると信じて
います。また大学や社会での活躍ぶりを教えて下さい。
卒業おめでとう。人にやさしく、
自分にきびしく生きていこう。

石

匠

海

これまでに出会ったどんな生徒とも違う、君たちへ
時には偉そうなことを言わせてもらったり、
時には失敗したことを許してもらったり。
時には共に 励ましあい 挑戦し 喜びあって 楽しい日々を
過ごさせてもらいました。
君たちのいない明日からの日々を私はどう過ごしていこうか
と、まだ実感が湧いていませんが、明日からは君たちの背中が
もうここにないのですね。
さて、卒業に際して、私からは、
「理屈に合わないことをどれだけやれるかが青春だよ！！」
とお伝えしたいと思います。
もちろんこれまでに「答えがある問い」も教えてきましたが、
正解がまだ銀河にもないことなんてたくさんありますよね。
私が教えられないことなんて無限にあります。
大好きなあの子の心の振り向かせ方を教えられなかったことは
痛恨の極みです。
でもそういうのは君たちなりに自分で見つけていくものです
ね。
その根本的なこととして、沢山挑戦して沢山失敗して沢山経験
して沢山成長して、そうして少しずつ強くなっていくんだ、人
生ってそういうものなのよということだけは、教えられたので
はないかと思っています。
それは理屈で行動していたら手に入りにくいものです。まずは
気持ち、そうしたいという情熱が先にあって、身体が動いて、
トライして、失敗したり成功したりって経験が得られます。
大人になるとね、理屈があってはじめて動くようになってしま
います。
でも、たまに君たちから青春を分けてもらえたとき、理屈に合
わないことをやっている自分がいて、それを面白いと思えたの
で、ここまでこれました。
ありがとう。本当に楽しい毎日でしたよ。
明日からは、君たちだけの正解を探しにいってらっしゃい。
また逢う日まで。
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“Impossible is Nothing!”

「最後に一言」

高校３年１組副担任

徳

田

光

高校３年２組副担任

昭

林

“There is nothing noble in being superior to your fellow

勲

育

34期生のみなさん、ご卒業おめでとうございます。
西大和学園で、君たちは何を学び、身につけましたか。「勉強・

man; true nobility is being superior to your former self.”
『他人より優れていることは気高さではない。真の気高さと

学力」も大切かもしれませんが、それ以外に身につけたモノを
これからは大切にしなさい。それが、これから生きていく上で、

は以前の自分自身よりも優れていることだ。』

必要な力です。
そして、これまでは「自分のため」に勉強し努力してきたと

人はいくら外見を着飾っても、内面からにじみ出てくる輝き
や魅力には勝てないものです。人格を高め、感性を磨き、教養

思います。これからは「人のため」に勉強し努力しなさい。

を身につけましょう。10年あるいは20年後、西大和学園を訪れ

医者になれば「患者さんのため」

て下さい。マスクなしの素顔を自慢しに来てください。私も理

教師になれば「生徒のため」

想に近づくために一日一日を大切にします。

研究者になれば「よりよい世界のため」
家族ができれば「家族のため」

卒業おめでとう。そしてありがとう。

「人のために」動ける者は、「信頼される人」「応援される人」
に繋がり、人が集まります。人は、一人では生きていけません。
様々なことに感謝し、謙虚に、誠実に自分の夢に向かって頑張っ
てください。応援しています。

ALL IS WELL!

これまでとこれから

高校３年３組・４組副担任

大

谷

優

中等部高3学年部

奈

松

ご卒業おめでとうございます。

浦

真奈美

34期のあの子らが中学受験をしているとき、私が結婚をして西大和にきて、

皆さんよりちょっとだけ人生の先輩である私からアドバイス
をしたいと思います。何歳になっても「隣の芝生は青い」とい

34期のあの子らが中学1年生のとき、私が結婚式を挙げて、
34期のあの子らが中学3年生のとき、私が大阪に家を建てて、
34期のあの子らが高校1年生のとき、
私の飼っていたミニピンが16歳で天国に行っ

うことです。高校生活は、決められた規則の中、皆と同じ制服

て、

を着て同じ時間を過ごして、先導してくれる大人がいる…そん

34期のあの子らが高校3年生のとき、私にやっと息子が生まれて、

な環境ですが、高校を卒業したら、自分の言動に責任を持ち、
自分で選択し、自分を表現していかなければいけない場面が
ドッと多くなります。そんな時、周りと自分を比べて悲観的に
なる必要はありません。誰しも得意不得意、長所短所があるも
のです。隣の芝生を見ていたらきりがないですし、他の誰かに

34期のあの子らが高校2年生のとき、私が柴犬を飼いはじめて、
34期のあの子らが成人式のとき、私がベンツを買って、
34期のあの子がロサンゼルスオリンピックで金メダルを獲ったとき、息子が小学
校に入学して、
34期のあの子が「あいつ今何してる？」で特集されたとき、
私が宝くじを当てて、
34期のあの子が高額納税者ランキングで1位を獲ったとき、息子が結婚して、
34期のあの子が内閣総理大臣になったとき、私がアメリカに移住して、
34期のあの子がノーベル賞を獲ったとき、私がアッパーイーストサイドの高層階

とってはあなたの芝生もきっと青く見えています。まずは自分

に家を買って、

の個性を大切に。自分の芝生を育てていきましょう。他人との

たい。

勝負ではなく、自分がどう生きたいかを考え、やりたいことに
どんどん挑戦してください。人生は常に「今」が一番若い！思
い立ったが吉日！です。

34期のあの子らが得意を武器に幸せに暮らしているとき、私も幸せに暮らしてい
これまで、私の人生の重大な出来事を思い出すときには、いつもみなさんの成長
でそれを記憶していました。みなさんの卒業後も、みなさんの活躍で私の人生を
記憶させてください。高校の最後の1年間、みなさんの力になれなかったこと、
本当にすみませんでした。ただ、34期のみなさんなら、目標に向けて全力で駆け

皆さんと一緒に過ごせたのは１年間だけでしたが、皆さんの
高校最後の１年間、
思い出を共有できたことを嬉しく思います。
これからも心身ともに健康で楽しく過ごしてくださいね。応援
しています。

学年係

抜けられると自信もありました。みなさんは私の誇りです。
私は中学の入学式で『好きを得意に

得意を武器に』という言葉を贈りました。

これからのステージでもっともっと武器を蓄え、日本や世界のためその武器を思
いっきり振り回してください。卒業おめでとうございます。これからがますます
楽しみです☆
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働く人と働かされる人
との違いについて

『月』

高等部高３学年部長

髙

﨑

道

学年主任・高校３年Ａ組担任

裕

辻

小・中・高等学校という囲いの中で、教室という箱の中で、

ばか

孝

宗

かたち

球体許り堅牢たる 像 はない。

みんな同じ制服を着て、同じ教材を使い、均質な教育を受けた

羸弱たる己を弁疏すべく人を傷つけん荊棘、その脆弱たるの論

ここまでの12年間は、ひょっとすれば、
「なぜ」と考えなくたっ

を俟つことはない。角の取れた丸らかなる其の像。球体とは然

さ

て、「皆がやっているから自分もそうする」で十分やれる、そ

許り堅固なる像。

んな12年間であったかもしれない。

其処に人生がある。所謂人生ではない、君たちの唯一無二の人

皆がやっているから自分もそうする。楽でいい生き方だとは
思います。頭を使わなくていいのでエネルギーも使わない。何
事も、沈黙の中「誰かにとってスムーズに」決着がつくので時

生が、老松の如く其処に盤踞する。其の聳立つ己の人生を目の
前とし、己の存在の深部から突き上げる衝迫を余すところなく
丸ごと受け止めることの難解さは、或いは韜晦というに相応し
それ

い。
醜怪に過ぎぬ己と対峙した其は如何なるものであったらう。

間も取らない。社会とは、学校とかけ離れているように見えて、

己の真の深潭を覗き込んだ其は如何やうに見えたことだらう。

前で立っている誰かの話を黙って聞いていることが基本である

或は嫌厭すべき蛇蝎の如き真の己にいよ立ち、忌避すべく排除

という点ではよく似ているのです。でも、君たちはそんな授業

せんと目を背く、或は厖大ならんとする己と矮小に過ぎぬ己の

を好まなかったよな。
皆がやっているから自分もそうする。時に大切なことかもし

ある

懸隔に悩み。
其の上にして君たちは為るのだ。

れませんが、常に大切なことではない。3年間を通じて、それ

此処に君たちの人生がある。今眼前にあるこの塊まりは、ゴツ

を君たちにいろんな形で伝え続けました。自分はどうしたいん

ゴツとして未熟で、球体というには程遠い、しかし。

だ、自分はどう考えているんだ、自分はどこに向かうのか、そ

確言を以てせられやう、
この一塊は、
遙かに強い、
然して何より。

れを常に考えて表明する。目の前の物事に賛成するのであれば

美しい。

そ

さらによりよくするための方策を加え、反対するのであれば、
目の前に提示された意見を上回る代案を示す。そうでなければ、
ただ文句を言っているに過ぎない。沈黙は、賛成でも反対でも

Omoide in my head

ないという点では議論に貢献していない。
「発言する」というのは勇気とエネルギーが必要で、物を言
うからにはたくさん勉強しないといけないし、深く考え続けな

高校３年Ｂ組担任

くてはいけない。黙っていれば負わされることのないような責

水

任も生じます。では、何でそこまでして発言するのか。それは、
物言う人は、世界のため、生まれた国のため、育った町のため、

口

翔

太

高校３年生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。私は教

働いている組織のために目の前の議論が存在しているという立

員11年目にして初めて高等部の生徒を受け持ちました。が、今

ち位置に身を置いているから。「自分の発言や仕事で、世界を

までとは異なりました。自身も体験したことのないことを共に

ハッピーにしたい！」という利他の気持ちを強く持っているか

模索しながらほんの、ほんの少しだけ前に立ち、君たちと歩い

ら。自分のことはもちろん、自分の外の世界のことも含めて「自

てきました。32期生の指導経験を元にするも、この助言は的確

分事」として必死になれるからです。この立ち位置からすれば、

なのか？この指導は適切なのか？私も正解をまだ得られていま

沈黙は貢献にはなり得ない。

せん。これまでの数少ない経験、知識、直観から最適解かどう

この12年間で、君たちはどんな大人に魅せられ、どんな大人
に失望しましたか。君たちはまもなく大人になります。君たち
は、どんな背中を次の世代の子どもたちに示すのだろう。約束
だぞ。前者を手本とし、後者には絶対になるんじゃない。簡単
なようで、本当に難しいことではあるけれど。
卒業はおめでたい。わかっています。でも、本当の祝福をし
たいのは、君たちが「こっちに」来た時。こっちがどっちなの

かを判断せねばなりません。私は自分に正直に自身の思いをそ
のまま伝えてきました。それが一部分でも指針になることがで
きていれば幸いです。
…君たちのこれからすることはこういったことではないです
か？うちで３年または６年耐え忍び、いくつもの壁を乗り越え
てきたのです。並大抵のことでは動じません。それでも生きて
いれば立ちはだかるものがあるでしょう。たくさんのことを大
学、社会で蓄えてください。どんな場面でも自信をもって判断

かは、ここからいっぱい考えればいい。そこで必ず君たちを待っ

し、選択し、行動できるだけの能力を身につけてください。君

ている。あまり飲めないけれど、祝いの酒を持って。だから今

たちは卒業式で自信をもって送り出せる自慢の生徒です。これ

日、「さようなら」は言わないことにする。

で言うのは3回目、
「いってらっしゃい！」
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世界を好きになろう

「人生は選択の
連続である」

高校３年Ｃ組担任

西

村

広

高校３年Ｄ組担任

展

松

食卓に出されると喧嘩をしてでも食べたくないもの
これは好きな物？キライな物？
食べるだけでその日、一日幸せになるもの
これは好きな物？キライな物？
食べたはずだけど忘れたもの
これは好きな物？キライな物？
近くにいるとイライラしてくる人
これは好きな人、キライな人？
近くにいると楽しくなる人
これは好きな人？キライな人？
近くにいてもわからない人
これは好きな人？キライな人？
どんな理由をつけてでもやらないし、できない事
これは好きな事？キライな事？
どんなに疲れてもしんどくても、一生懸命続けられる事
これは好きな事？キライな事？
どんな事がしらない事
これは好きな事？キライな事？

今までの人生もそうであったように、これからの人生も君た
御飯は何を食べる」という身近なものから「どこの会社に就職
する」など非常に重要な選択も含まれる。意識してほしいこと
は、どんな些細な選択も君たちの人生を作ることになる。そし
て、君たちが選んだ選択である以上君たちが責任を持って人生
を歩んでもらいたい。そして、選んだ選択に「正解」などない。
選んだ選択が正解になるように生きていって欲しい。
「炭素・炭素二重結合の炭素にヒドロキシ基が付くと、水素
が転移し、ケト・エノール互変異性が起きる」これからの人生は、
このような教科書に載っていることが全く役に立たない場面に
出くわすことだらけだろう。そういう時にどのように対処する
のか。これから君たちに求められることである。これらに対処
するためにも、これからの人生で良くも悪くも様々な経験・勉
強をしなさい。その経験・勉強が君たちの人生を作る。一生学
び続けなさい！
松本が32年間の人生で大事だと思ったことをコンパクトにま
とめてみた。３年間君たちの担任・授業担当ができて本当によ
かった。卒業おめでとう！お元気で！

34期生の活躍を
祈念して

まだまだここから！

高校３年Ａ・Ｂ組副担任

田

和

高校３年Ｃ組副担任

正

鈴

３年前の春、盛大な入学式で西大和での高校生活が始まりま
したね。真新しい制服に身を包んだ皆さんの緊張した表情が今
でも昨日のことのように思い出されます。それからは、曽爾高
原でのオリエン合宿、京セラドームでの体育祭、東大をはじめ
東京各所に足を運んだ東京ＧＳＳ、希望者対象で夏に実施され
たアメリカホームステイプログラム、文化祭の模擬店＆展示舞
台発表、３班に分かれてアジア各地に赴いた海外探究プログラ
ム、まさに西大和名物怒涛の行事ラッシュでしたが、今思えば、
とても恵まれていたことに気づかされます。
コロナの蔓延で私たちの計画や取り組みは大きく変更せざる
を得ませんでした。延期や中止もたくさんありました。不満の
残るところも少なからずあったでしょう。でも、いつもみんな
がいい表情で前向きに頑張ってくれたことは何よりの救いでし
た。我慢した分は、これからの長い人生で取り返せばいい。大
学で、そして社会で、思いっきり楽しんで、大いに活躍してく
ださい。成長したみんなと母校（もちろん西大和！）で再会で
きる日を楽しみにしています。卒業おめでとう。

遼太郎

ちは常に「選択」をしていくことになる。例を挙げると、「晩

人間だもの、好き嫌いはあって当然。だけど僕は君達が
「好き」を「大好き」に、「未知」を「好き」にする人生を
進む事を願います。

米

本

木

靖

章

34期生の皆さん, ご卒業おめでとうございます。君たちに初
めて会った日は, 私が関西に移ってすぐの頃でした。特に一年
目は新しい環境や業務に慣れるために必死で, (食べる時間を犠
牲にしてしまうから)ときには周りから体調を心配されること
もありました。しかし, どれだけ大変なことがあっても, 君たち
の笑顔や授業・生物学を楽しむ姿に何度も救われてきました。
廊下や実験室がにおいで大変なことになった血液凝固実験は,
一生の思い出です。本当に感謝しています。ありがとう。
さて, 受験勉強に一生懸命になっていた君たちですが, これ
によって人生が決まったわけではありません。貴重な３年間の
青春を, 主に勉強という形で自己投資したこの期間はあくまで
も, 自分が夢を叶えられるかもしれない環境に身を置くための
準備期間です。ここまでは, 君たちの自分ドラマにおける『起
承転結』の『起』の部分です。ここから,『最高！』と思える人
生のクライマックスを創り出す上でとても重要になるパートに
入ります。大学やその後の身を置いた場所でのいろいろな考え
方をもった人との出会いや経験を通じて, 君たちはますます輝
いていくのです。ときには衝突すること, 軌道修正を測る必要
がある場面もでてくるでしょう。そんなときは, 自分なりに考
えて, 周囲との連携を忘れずに正直に過ごしていれば, 何とか
なりますよ。一生を通じてやりたい！と思うことがもっと具体
的になり, それを実現するにはどうすればいいのかを考える学
生生活になるといいですね。
学校の近くに来ることがあれば, 気軽に連絡をくださいね。
君たちの成長した姿を見ることを楽しみにしています。これか
らも精一杯生きてください。
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そして未来に∞
（無限大）
高校３年Ｄ組副担任

梅

澤

喜

治

34期の皆さん。卒業おめでとうございます。
高等部の皆さんとは、高校２年のオンライン授業での出会いで
した。そして対面授業になりましたが、マスク着用のため、本
当に顔が覚えられませんでした。すみません。オンラインと対
面の両方をやって、やはり顔がみえる対面授業の良さを感じま
す。マスク着用でも様子は分かります。
皆さんはこれから新しい進路に向かいます。これからは研究
です。多くのことに関連性をみつけてすすめていってほしいと
思います。
そして多くの勉強をして下さい。もちろん、勉強とは研究だ
けのことではありません。自分の未来の生き方も考えていく、
人と人のつながりも考えていく、多方面に向けて下さい。人と
人のつながりには工夫が必要になる時代です。これまでとは違
う多くのことを考えなければならないでしょう。
おそらく、困難や挫折に出会う場面がでてきます。しかし、
これを「極小」にしましょう。それに打ち勝つ力をつけ、新し
い区間（ステージ）で、増加にするのです。
あなたの未来の増減表は、そして未来に∞（無限大）
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教職員から卒業生に「贈る言葉」

節目は自分と
向き合う機会

無用の用

中学３年学年部長

大

倉

中学３年学年主任

健

柳

生

高

志

中学卒業という大きな節目のタイミングで、この３年間の自

110番はなぜ最後「０」なのか知っていますか。合理的に考

分の姿を頭の中で思い出すのではなく、学習をしていた姿・行

えたら「111」の方が早く正確そうですよね。これはダイヤル

事に取り組んでいた姿・クラブ活動をした姿・人と接していた

式電話の時の話なのですが、子供がイタズラで触ってもかかり
にくくした。または「１，
１えーと０はここ」と一呼吸置いて

ときの姿を目の前に映し出し、自分を俯瞰し見つめ直してみる

冷静になるためのものだそうです。このように、一見非効率で

と新しい視点が増えるかもしれません。また、大きな節目ごと

無駄なものは、無駄であるからこそかえって役に立つ、という

に自分を見つめ直すということは、次の節目のいいスタートが
切れるきっかけになるかもしれません。

ことが世の中にはよくあります。
「人みな有用の用を知る、しかれども無用の用を知ることなき
なり」
（荘子）

君たちにとっては中学１年の冬から新型コロナウイルスの影
響で様々な取り組みが中止になることが多かったですね。そん
なことが重なり楽しくない中学生活だったと思うかもしれませ
ん。授業においてはオンライン授業、ハイブリッド授業など新
たな教育の形が本格的に導入されるなど、今までの当たり前が

受験にでるから勉強する、でないならしない。でも考えてほ
しい。そもそも微分や形容動詞の活用などが人生に役立ちます
か？何が役に立つかは基準や状況で変化します。もし目の前の
合理性で生き方を決めてしまうと、目に見える役立つものだけ
を選ぶことになってしまいます。それは君の可能性を狭める思
考です。
中学を卒業し新たなステージに立つ君へ。役に立つかどうか

当たり前ではなくなりました。しかしながらこのウイルスの影

を頭で考えるのではなく、それがわくわくするかどうかを自分

響がなければ、これだけ新しい教育のありかたが進むこともな

の胸に聞いてください。もし少しでもわくわくするようなら、

かったでしょう。確実にこのウイルスの影響で教育だけではな
く、世界の価値観は大きく変わりました。その中で、君たちの

思い切ってやってみることです。君の前途がわくわくに満ちた
輝かしい世界になりますように。

価値観はどう変わったでしょうか。ひょっとしたら、この流れ

RESTART

を受け入れることができず、ただ否定的にいるのかもしれませ
ん。あるいはこの流れを受け入れて、さまざまな変化を試みた
人もいるでしょう。

中学３年２組担任

なぜ人は変化を嫌うのでしょうか。人はコンフォートゾーン

北

を好み、変化によって「何かを得られるかもしれない」期待感
より、「何かを失うかもしれない」不安感が上回るからと言わ
れています。コンフォートゾーンを広げるためには、自分の知
らないことに少しだけチャレンジすること、今まで接点のな
かった人と接する機会を少しずつ増やし、様々な価値観に触れ
ることがいいのかもしれません。このゾーンを広げることに
よって、安心して取り組める事が増え、今まで以上にワクワク
する生活をできるようになるかもしれません。ぜひ、次の高校
３年間で自分の新しい価値観づくりに取り組んで欲しいと願っ
ています。また、義務教育が終わり、少しずつ社会的にも自分
自身が持つ責任も重くなり、自分の言動に関して今まで以上に
意識する機会が増えると思います。次の３年間では、社会の一
員になるということも意識した言動で、人として更に成長する
ことを期待しています。
中学３年の皆さん、あっという間の３年間でしたね。卒業お
めでとうございます。

畑

徳

太

If you lost heart just a one again Never give up! Look forward
Sticking out your chest as you’re marked Gain confidence in yourself
Walking with smile After day break Sun rises to the sky again
On your going was despair and sadness might be laid like a mine
Swinging your arm as you’re marked Gain confidence in yourself
Walking with smile After sunset
Stars blight so much in the night sky As far as you have a confidence
Stand up again if you’ve felt down Restart!
この歌は大阪で活動していたMARGALINEというバンドの曲です。ライ
ブも曲もかっこよくて大好きでした。中高とメジャーな曲を聞いていた私は、
大学生になるとどんどんディープなところを攻めていき、インディーズバンド
のライブによく行っていました。インディーズバンドは浮き沈みが激しい世界
で、いい曲を作るバンドでもすぐに解散したり、メンバーが抜けたり、活動
休止をしたりしてしまいます。このMARGALINEも2013年に解散してしまい
ました。しかし、メンバーの中には音楽活動を続けていたりして、まさにこ
のRESTARTという曲を体現しているかのようだと思っています。辛いことや
立ち止まることがあって、環境が変わっても、自分の好きなことへの情熱を
原動力に再出発していくんですよ。
そして君たちはちょっと違う意味でのRestart（再出発）ですよね。特に辛
いことや立ち止まることがあるわけではないけど、気持ちを新たに、高校生
活を始めていってください。中学卒業はゴールではなく、スタートラインが更
新されたと思ったらいいんじゃないでしょうか。前に進んでいくためにNever
give up! そしてGain confidence!
話は変わりますが、入学式で「武器を身に着けて」という言葉を私が贈っ
たのは覚えていますか？この３年間でどれだけの「武器＝自分の得意なこと、
強み」を身につけられたでしょうか？そんなものほとんどないとか、寂しいこ
と言う人もいますよね。人から評価されないかもしれないと恐れずに、胸張っ
て！自信持って！それが君の武器だから。自分の人生に責任持つということ
は、自分を認めてあげることだと思います。他の人よりちょっとでも得意だな
と思うことを高校生活でも伸ばしていってください。そして、まだできないこ
と、やったことないことにも積極的に挑戦していってさらなる武器を獲得して
いってください。君たちのさらなる成長を楽しみにしています。卒業おめでと
う！そして、中学３年間の濃い時間をありがとう。
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Your Future Can
Create the past ！

何事も自分次第

中学３年１組担任

松

田

匡

中学３年４組担任

弘

鶴

よ高校生！大学入学まで見据えると、ちょうど折り返し地点で

祥

太

僕がこの学年部に入ったのは、中学２年生からでした。最初

２

すね。君たちはまだ いろんな可能性に満ちています。これか

谷

卒業おめでとう！

中学三年生のみんな、卒業おめでとう。この四月からいよい

らも失敗を恐れずチャレンジして、自分の中の宝物をどんどん

から緊急事態宣言下の外出自粛期間で、オンライン授業ばかり

見つけよう。たくさん磨いていこう。｢一｣ ではなく「多」を

でしたね。

――『本当の自分』ではなく、未知の『いろんな自分』を咲か
せますように。

それから２年間、スキーも富士登山もアメリカも、大きな行

先生からのメッセージはこの一年、日々の授業で/雑談で/あ

事は一つも経験できずに卒業となってしまいました。仕方ない

るいはホームルームや学級文庫で（つまりは君たちとのやり取

こととはいえ、西大和学園の魅力であるこれらの行事ができな

り全てを通して）もう伝わっていると思います。今この門出に
あえて付け加えるなら、
高校生活ではぜひ世界と渡り合える
『教

かったことは、本当に残念です。

養』を、そして『心身両面でのタフネス』を身につけていって

ただ、これを「残念」としてネガティブに捉えるだけで終わ

ください。これこそが、西大和の高校生に必要な気がします。
もう一つ。withコロナという新時代も３年目となりました。
この学年は行事や旅行がままならず、鬱屈した日も多かったか

ることもできますが、オンラインで日本中・世界中とつながる

もしれません。でも忘れないでほしいのは、そんな日々をこれ

機会が増えたと考えたり、行事だけではなく日常の生活・活動

から創り変えてゆくのが、君たちです。君たちの未来こそが、

の中にも楽しみや成長の機会を見つけたりと、ポジティブに捉

この年を救い、過去の自分をも更新していきます。～どうかみ
んなの今後の歩みが、実り豊かに、創造的であらんことを☆

えることもできます。何事も自分次第です。

To see a World in a grain of sand,

皆さんの眼前には、高校生活という大きな可能性を秘めたも

And a Heaven in a wild flower,
Hold Infinity in the palm of your hand,

のが広がっています。この3年間をポジティブに振り返り、4月

And Eternity in an hour.
－William Blake

からの高校生活に備えましょう！

今が最高

可能性は
白いキャンバス

中学３年３組担任

鈴

木

大

中３寮担任

河

村

卒業おめでとう。中学を卒業する今、皆さんはどんな気持ち
ですか？
先日ＬＨＲで「３年間の思い出」を書いた掲示物をつくって
もらいましたね。部活、友達、行事、趣味、ラーメン…。きっ
と３年前には想像しえなかった思い出の群像が、脳裏に現れた
ことでしょう。
さて、大人になってから分かったのですが、われわれはとも
すれば、中学に上がると「小学校楽しかったな」
、高校生にな
ると「中学校楽しかったな」
、大学生の時は「高校楽しかった
な」
、社会に出たら「大学楽しかったな」と感じてしまいます。
要するに、
「結局いつだって『今』こそが最高の時間なのだ」と、
なかなか気付けない。ふと周りを見渡せば、友人や家族がいま
す。そんな『今』が存在している奇跡。
禍中を過ごした中学生活、きっと心には様々な思いが蓄積し
ていることでしょう。楽しい思いも悲しい思いも嬉しい思いも
悔しい思いも、すべて合わせて君がいる。15歳になった君がい
る。高校生になる君がいる。そんな君が、生まれた時も場所も
違う僕が書いた、
この文章を今読んでいる。
これって、
奇跡だよ。
さぁ、これからいよいよ高校生ですね。
まだ見ぬ未来に不安を馳せるのではなく、愛しい(悲しい)時
間を振り返るのではなく、
この時を楽しもう。いつだって、
「今」が最高。

岡

歩

37期生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。心よりお祝い申し上げ
ます。
さて、
「青春」真っ只中のみなさんがもっている一番素晴らしいものは
何でしょうね。それはこれからの未来の人生を生きる「可能性」です。未
来を生きる可能性はみなさんの前に、はてしない青い海の水平線のように
広がっています。そしてそれは、私たち大人が頼りとする金銭や地位や名
声、その他の何ものにもかえがたい価値をもっています。
現代は何でもできる自由で豊かな時代とされる一方で、この時代を生き
る中学生・高校生たちは何か見えない重圧や息苦しい閉塞感につつみこま
れているように見えるときもあります。一昨年から始まりいまだに終息し
ないコロナ禍において、
それらは一層大きくなっているようにも思います。
このような状況下にあるからこそ、今一度、自分たちが人生で最も豊か
な可能性に満ちた時期にいることを感じてほしいと思います。可能性は何
も書き込まれていない白いキャンバスです。ですが、なすこともなくただ
手をこまねいているのでは、可能性は手からこぼれ落ちる砂のように未来
から過去へと流れ去るだけの空しい時間の流れとなって消え去ってしまい
ます。自分が打ち込むべき目標も持たず、ただ惰性で毎日を送るだけでは
折角の可能性は生かされません。白いキャンバスに人生の軌跡を書き込む
のはみなさん自身です。可能性を自分の手で掴み取り人生を豊かなものに
し、与えられた可能性を自己実現へとつなげていきましょう。そのような
ことに励む高校生になってください。
みなさんのこれからのご活躍と旅が実りあるものになることを祈念し、
『終わりなき旅』の歌詞を贈らせていただきます。
“閉ざされたドアの向こうに 新しい何かが待っていて きっときっ
とって 君を動かしている いいことばかりでは無いさ でも次の扉を
ノックしよう もっとすばらしいはずの自分を探して 胸に抱え込んだ迷
いが プラスの力に変わるように いつも今日だって僕らは動いている
嫌なことばかりではないさ さあ次の扉をノックしよう もっと大きなは
ずの自分を探す 終わりなき旅”
それではみなさん、よい旅を。

－ 11 －

祝卒業特集⑴

教職員から卒業生に「贈る言葉」

本気になれば
世界は変わる

「３年間で身につけた力」

中学３年学年係

中学３年５組担任

箕

輪

拓

三

巳

卒業おめでとうございます。今年から皆さんと関わらせてい
ただきましたが、とても充実し、あっという間の１年間でした。
数学の授業では、こちらが“これは難しいかな・・・”と思っ
て出した問題も、軽々と解ける子たちが多く、驚かされたこと
が多かったです。かなりペースも早く進んできましたが、数学
に関する興味や関心が少しでも高まってくれていたら嬉しく思
います。
さて、この３年間はどうでしたか？様々なことを身につける
ことのできた３年間であったのではないでしょうか？中学１年
の終わりの時期から、コロナウイルスの感染拡大により様々な
ことが激変し、新しい生活様式という名のもと、学校行事が縮
小・中止になったり、部活動の大会などにも影響があったかと
思います。つい最近ではスキー教室も中止になってしまいまし
た。ただ、そうした中でも皆さんは「今、自分たちができるこ
とをやろう」と自ら考え、行動してくれたと思います。高校生
になると、今まで以上に自分で考え、判断し、行動していかな
ければならない機会が増えます。楽なことばかりではないしつ
らいこともあるかもしれない、でも皆さんならこの中学３年間
で身につけた力をもとに、一つ一つ壁を乗り越えていってくれ
ると信じています。

吾

37期の皆さん卒業おめでとうございます。西大和学園中学校での３年間
こと、先生に怒られたこと、沢山いろんなことがありましたね。今となっ
ては笑い話になるのではないかなと思います。
さて、残り３年間をどう過ごすか、３年後にどのような結果を残すのか、
すごく楽しみにしています。それを少しでもいい方向に向ける言葉を考え
て、選びました。
「本気になれば世界は変わる」
これはある先生の言葉ですが、世界を変えるというよりはもっと身近に
置き換えて考えてみてください。自分は勉強が苦手だから、運動が苦手だ
から、そういうキャラだから仕方ないと諦めている事はありませんか？そ
れはまだ自分自身が本気ではないからです。周囲の印象や評価は本気にな
れば変えられます。本気で取り組むか取り組まないかの差ですぐには変え
られなくても次第に周囲の印象や評価は徐々に変わっていくものです。本
気になって自分自身の身近な世界を変えようと努力し続けるような人に
なってほしいなと思います。
これから待ち受けている３年間は間違いなく人生の中で最もしんどい３
年間になります。それに本気で立ち向かうか、そうではないかで大きくそ
の後の人生を左右すると思います。頑張ってください。
最後に少し個人的な話になりますが、軟式野球部の皆さんは特に私と関
わりが深かったので大活躍を期待しています。それと同時に日々感謝の気
持ちを忘れずに高校生になっても頑張ってください。応援しています。

中学３年学年係

藤

空

はどうでしたか？楽しかったこと、辛かったこと、しょうもない話をした

「未来とは、今である」

斎

橋

有紀子

卒業生のみなさん、ご卒業おめでとうございます。
「未来とは、今である」とは、アメリカの文化人類学者であ
るマーガレット・ミード氏の言葉です。これは、今この一瞬も
刻々と変化している「未来の一部である」ということです。未
来という言葉を聞くと10年後や30年後などの遠い将来を思い浮
かべるかもしれません。けれども昨日のみなさんから見たら、
現在も立派な未来のカタチです。今この1秒1秒がかけがえのな
い大切なモノだという事実に気づくと、時間の重みをこれまで
以上に感じることができます。
タイムマシンを持たない私たちは、今この瞬間しか生きるこ
とができません。つまり、未来は今を積み重ねることで訪れる
時間です。今現在が未来に繋がっている。言い換えれば、今現
在を変えることで未来も変わるとも言えます。今の頑張りは未
来の自分のため。今が未来を変える。未来とは今の行動の積み
重ねで決定されるのです。
未来を信じて、今を全力で過ごしましょう！

－ 12 －
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第35回
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語』

清榮祭
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飯田教頭に突撃インタビュー！ 『何のために…？』
広報部の保護者の方に代わって、社会科の米田先生（米）理科の畑先生（畑）、英語科の辻
先生（辻）が飯田教頭（飯）にインタビューしました！
Ⅰ

辻：教科書を教えるというより、教科書で教えてい

１年目から貫いてきた姿勢

た、ということですね。確かに、飯田教頭の授業

畑：飯田教頭は、西大和に勤めて何年目ですか？

を拝見させて頂いた時も、生物というより「生き
方」を教えていて、とても印象的でした。

飯：たしか、米田先生と１年違いでしたよね？
飯：彼らのやる気に火をつけることが第一だと思っ
米：僕が25年目だから、飯田教頭は24年目ですね。

ています。
そして、
もう一つ、
「自分が面白いと思っ
たことをやる」があります。

畑：なるほど。24年間で経験してきた役職はどれく
辻：それは、どういうことでしょうか。

らいありますか。
飯：１年目の学年係から始まって、担任、教科主任、

飯：教師が
「この〇〇が面白い！だから伝えたい！」

学年主任、学年部長、渉外、そして今の教頭ですね。

とならないと、子どもたちも面白い、とは絶対思
わないですよね。

畑：色々な役職を担当する中で、見える景色が変
わっていったと思いますが、その中で飯田教頭が

畑：自分が楽しむことが一番大事だということです

持つ価値観も変わりましたか。

ね。

飯：正直、価値観、また景色に関しても、24年経っ

飯：大人の楽しんで教える姿勢、楽しんで仕事する

た今でもあまり変わってないですね。もちろん、

姿勢、楽しんで生きている姿勢こそが、楽しんで

役職によって様々な仕事を経験しましたが、１年

学ぶ姿勢につながると思います。

目から「自分はこんなことがしたい」「自分だっ
たらこうする」といったことをずっと考えて行動
してきたんです。
辻：なるほど。１年目の時からブレない軸を持って
いたんですね。僕自身も今、新卒１年目なのでぜ
ひお聞きしたいのですが、飯田教頭にとって、
「自
分は〇〇な教師になる！」といった理想の教師像
はどういったものですか。
飯：
「他とは違う人間になること」ですね。１年目
の時から、教科書通りの内容を教える先生にはな

Ⅱ

教員を育てる

りたくありませんでした。たくさんの子どもたち
が笑って過ごしながら成長できるように、自分だ

畑：今は、教頭先生として生徒だけでなく、教員も

からこそ伝えられることを意識して過ごしてきま

育てる側になってますよね。もっと今の教職員に

したね。

こうなってほしいといった願望はありますか。

－ 17 －

飯：まさに、先ほど言ったことが今回の答えにも繋
がります。つまり、「どんな時でも楽しむ姿勢」

Ⅲ

子ども・生徒を育てる

をもっと持ってほしい、ということです。自分が

畑：未来のリーダーを育てるために、その重要な一

好きな分野の、面白い箇所を、楽しんで伝えるこ

つの資質である「当事者意識」を背中で示すこと

とができたら、最高じゃないですか。

が教師に求められていることですが、子育てをし
ている親にも同じく当てはまることなのでしょう

辻：でも、時には大変過ぎて手が回らない、辛い瞬

か。

間もありますよね。
飯：親御さんに話してきた１つに「人生の楽しさ・
飯：そんな忙しすぎる瞬間、大きな壁にぶつかって

面白さをもっと語ってください」
ということです。

いる瞬間すらも楽しめることが理想ですね。成長

入試のために勉強して、良い大学に入って、良い

し続けるということは、変化し続けるということ

会社に入って、それが最高の人生になる、とは限

でもあります。上手くいっても、いかなくても、

らないですよね。親御さんも教師も、大人はそれ

それは全て成長している証なんです。だからこそ、

を既に知ってると思います。全てには、自分の人

「自分にはもう無理」ではなく、「この課題克服の

生を幸せなものにするという目的があります。そ

ために自分は何ができるか」と前向きに考えられ

の目的のために、全力で勉強して、行事を楽しん

る教員がもっと増えれば最高です。

で、色んな事に挑戦するんです。40になっても50
になってもまだまだ夢を追いかけてるその人生を

畑：それでは、その願望を実現するために、具体的

ぜひ親御さんも語ってやって欲しいですよね。

にどういったものが必要だと思いますか。
辻：確かに。先生が楽しそうに勉強を教えている姿
飯：一言で言うと、教員全員が「自分だったらこう

だけでなく、親が楽しそうに人生を語っている姿

する」と自分ごととして考え、行動に起こすこと。

に、子どもたちは感化されて、自分も早くこんな

当事者意識を持って行動すれば、立場・年齢関係

キラキラした大人になりたいと思う訳ですね。

なく、誰でも変化を起こせると思います。でも変
化したという結果以上に、それまでの過程で成長

飯：そうですね。大人が子どもに色んな種類の可能

できることが一番の財産だと思います

性を伸ばすシャワーをたくさん浴びさせることが
成長に繋がります。

辻：西大和学園の目標として、
「次代を担うリーダー
を育成する」がありますよね。まさに、そのリー

畑：だからこそ、西大和学園は、東大にチャレン

ダーの資質に先ほど飯田教頭が言っていた「当事

ジ す る だ け で な く、 ク ラ ブ、 模 擬 国 連、SSH、

者意識」があるのだと思いました。

Quest Educationといった成長のきっかけをたく
さん用意しているのですね。

飯：身の回りの問題をどれだけ、自分ごととして考
えるかはとても大事なスキルです。自分とは関係

飯：そう。だって、一度きりの自分の人生なんだか

ないから知らない、ではなく、自分だったらこう

ら。これからの人生を幸せなものにするために、

する、と考えて行動する。それをまずは、教師が

自分が持つ命の時間をどう使い切るかを真剣に考

姿勢で示していくことが、子どもたちにも同じ当

えたら、今何をするのか自ずと答えは見えてきま

事者意識を持たせる第一歩ではないでしょうか。

す。
畑：そういえば、
「命の時間」という言葉、よく使っ
ていますよね。

－ 18 －

飯：僕が病気になってからですね。そこで、人は明

の目標には、自分だけなく、誰にどんな価値を与

日死ぬかもしれないし、人生は一度きりだという

えるのかという目標も含まれるんですね。

ことを強く感じたんです。短く、あっという間の
たった100年をどう楽しむか、それは皆に与えら

辻：色んな話を聞いてきた中で、やはり飯田教頭が

れた最大の課題だと思います。

言っていることには「自分だったらこうする」と
いう当事者意識の信念が貫かれていると強く感じ

辻：明日死ぬかもしれない。確かに、そう考えると、

ました。

じゃあ残された時間をどう使い切るか、また、ど
飯：教員がもっと成長するために、
子どもたちがもっ

う楽しむかを考えるようになりますもんね。

と幸せな人生を過ごすために、学校をどう変えれ
飯：そう。だから今やりたいことがあるんだったら、

ばいいのかを考え、「自分だったらどうするか」

今やっちゃえばいいんです。すぐ始めちゃえばい

を考えながら行動する。自分はずっとこのシンプ

いんです。

ルな信念を貫いています。

畑：ちなみに、飯田教頭が病気になったときは、ど
んなことをしましたか。
飯：ピンチはチャンスだと思って、この病気という
一大イベントを子どもたちにどう使おうかと考え
て、行動していました。
畑：ほんと、根っからの教師ですよね。
飯：もちろん、自分がどう残りの人生を楽しむかも

畑：その信念を貫き通しているからこそ、飯田教頭

考えていいと思いますが、そこで「何のために？」

から学年部長へ、各学年の教員へ、生徒たちへ、

「誰のために？」と問うた結果、自分が教師とし

保護者へ、そして社会へ繋がっていくんですね。

てできることは、やっぱり子どもたちのこれから
飯：皆が当事者意識を持って、皆で今を一生懸命楽

の幸せのためにどう行動するかだったんです。

しんで生きている社会って最高じゃないですか。
辻：当事者意識という言葉には、「自分だったらこ
うする」という身の回りの問題や問題を自分ごと

辻：確かに、最高ですね。それでは最後の質問にな

として捉える大切さが含まれていると思ってまし

ります。もしここまでの飯田教頭の話に一つタイ

たが、もう一つ、誰かのためにもなっているかと

トルをつけるとしたらどうなりそうでしょう。

いう視点も同様に大切だということですね。
飯：
「何のために？」ですかね！
飯：当事者意識を持っていても、自分の意見を押し
通すだけというのは、ただの自己満足だと思いま

畑：そうだと思いました！

す。学校・社会というコミュニティには、皆の納
得も必要です。そこで、大切なことが「何の為に？」
「誰の為に？」と考えることなんです。

飯田教頭のことが、皆さんにも少し分かって頂けた
と思います。本当にお忙しい中、インタビューに答
えていただきありがとうございました。

畑：自分の命の時間をどう使い切るか、という人生

－ 19 －

２つの新しい施設の工事が進んでいます
Rhythm 館（仮称）
来年４月完成をめざし、新しく音楽教室と視聴覚教室を備えた西大和学園 Rhythm 館（仮
称）の工事が進んでいます。現音楽教室は受験学年である高３の教室に近いことや、吹奏楽
部の練習場所が十分に確保できないなどの悩みがありました。完成すれば、新しい音楽環境
で日々の授業はもちろん、クラブ活動などで有効に活用されることでしょう。同時に新しく
増設される視聴覚教室では、SSHやAIPの講義、様々な講演会や授業等皆さんの好奇心を刺
激する取り組みが行われます。完成が楽しみです。

（新）テニスコート
西大和学園

Rhythm館（仮称）と共に現在新しいテニスコートの工事も進められています。

これまで、土のコートだったので、雨の翌日などは、乾くまで体育の授業などの活動ができ
ませんでした。今回、人工芝になること、コート数も増えることで、より活動しやすくなり
ます。子どもたちの体力向上や、健康面での充実に取り組んでいきます。

－ 20 －

ング屋はむいてない」と最後に言いますが、息子が

芸術鑑賞会レポート
落

発したオチとは。
おおとりは桂文枝師匠による島崎藤村の「初恋」

語

を題材にした先生と生徒のやりとり。おしぼりをス
落語と聞くと日本の伝統芸能のイメージですが、
いろいろな人間模様を人情味たっぷりにおもしろお

マホに見立てるなど粋な技が随所に散りばめられ、
大爆笑の中、幕を閉じました。

かしく噺家さんが身振り手振りを交えしゃべられま
す。

幕間に貴重な時間を頂戴し、文枝師匠と小朝師匠
にインタビューさせていただきました。

今回、東西の重鎮である桂文枝師匠と春風亭小朝

広報部：今回の貸切公演では初めて落語を聴くとい

師匠をお迎えした「ふたり会」を開催しました。本

う子どもたちが多くいます。
「ふたり会」の見所を

稿は、朝昼の二部公演で構成された、この公演をレ

ご指南ください。

ポートします。
小朝師匠：まずテレビで落語をやる機会がないの
お囃子が聴こえてくると会場から割れんばかりの

で、今回は学生ということ、時間が通常より長めな

拍手が巻き起こり、生徒たちの期待の高さが窺えま

ので、学生のみなさんも今後このような状況で聞く

す。噺家さんが登壇されても拍手は鳴り止まず、
「え

ことがないかと思うので、いい体験ではないかと思

えかげんにせえ」と突っ込まれる始末。

います。
文枝師匠：いま伝えるということ、言葉を発するこ
とがあるでしょう。話し合うことがないでしょうか
ら、そういう意味では話を聞くことはいいと思いま
す。落語というのは、
座布団の上に座っ
て話すので、コント
や漫才の方がきっと
学生の方には分かり
やすいし、おもしろ

１番手の桂三語さんは、父が小学生の息子を「桃

いでしょうけど、イ

太郎」の話を読み書かせて寝かしつけるお話。なか

メージの世界なんで

なか寝ない息子に父がとった手に「なるほど」と頷

す ね。 頭 の 中 で イ

いてしまいました。

メージしていくこと

２番手は小朝師匠の「源平合戦」。源義経の母、

が落語の真骨頂であるおもしろさ、その魅力を感じ

常盤御前がなぜモテモテだったのか。男性は「こん

ていただいたらありがたいですね。できれば、You

なの初めて」の言葉と揺れるものに弱いと解説され

Tube だけでなくこういう場所である寄席にきてい

ながら、熱い飲み物に首を振りながら、フーフーさ

ただければと思います。

れる姿に会場中大爆笑でした。
３番手は桂三風さんの「親孝行の息子」。クリー

広：今回初めて落語を聴いた子どもたちですが、私

ニング屋を営む育ての父親が生みの父親が医者であ

もこうやって生で聴かせていただくのは初めてでし

る息子の進学に悩みます。父親が息子に「クリーニ

た。本当に楽しくてずっと笑いっぱなしでした。今

－ 21 －

おっしゃったように、生で聴かせていただくなら次

口にあれもこれもおもしろいと入っていく場合もあ

のものをどのようにして探したらいいか、どのよう

るので、人それぞれです。本当に楽しいと思ってい

に選択させていただいたらいいかをアドバイスお願

ただければいいです。常日頃わたしの落語を聴いて

いします。

いただければ間違いないです。
（笑）

小：ちょっと生意気な言い方になりますが、落語は

広：落語に留まらず、司会業や俳優などテレビでも

若干、人を選ぶことがあるのです。無理に聴く必要

幅広く活躍をされているお姿を拝見しますが、お仕

は何もないです。キャッチする子は小学生でも分か

事が重なったとき気持ちを切り替えるためにされて

るし、大学生でも分からない子もいます。自分で探

いるルーティーンや心がけていることがあれば教え

してというのが一番いいですね。探す楽しみがあり

てください。

ますから。よく入門書もありますが、解説者の趣味
が入ってしまうので必ずしもみんなに合うわけじゃ

小：お芝居と落語の時の切り替えは難しいですよ。

ないです（笑）

明智光秀（NHK大河ドラマ「軍師官兵衛」
）をやら
してもらったとき、光秀が農民に刺されて死ぬシー

文：ご存じのように古典落語から創作落語まで色々

ンがクライマックスで、撮影の都合が夕方からで、

あるわけですけれども、ご自身が面白いと思うその

その前が落語会だったのです。その時、落語をやっ

感性で選んでください。落語というのは話も大事で

ているとき、ほとんど何をやっているか覚えてない

すし、いかに人間を磨いていくかが大事です。いく

ですね。そこでNHKに入って、今度光秀になるま

ら面白いことを言っても嫌な感じだなと思えば笑え

での間に、
落語会の余韻を全部消して、
そっちに入っ

ない。自分が合う人を模索すればいいです。でも入

ていく。
これはちょっと中々難しいなと思いました。
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でもそれぐらいですね。
あとはお芝居じゃなければ、

最後に

MCと落語とか、司会と落語とかそんなに切り替え
がなくてもできますけどね。

最近は、古典落語はほとんどされておられないそ
うです。このご時世の中、心が沈みがちになること
が多いですが、今回のお噺を聴いて、子どもたちの

文：私の場合は、
「真田丸」で千利休をやってね。

心も晴れやかになったのではないでしょうか。

結構あれ時間がかかりましてね。何度も腹を切らさ
れました。「１回切ったら、死ぬやろう」と思って
（笑）。
やっぱりそういう中に入ったら自然とできるし、周
りのみなさんの協力もあるので。それより難しいの
は、落語はひとりでしゃべるでしょう。お芝居にな
ると相手がしゃべるのを待ってないといけないし、
全部ひとりでしゃべりたいのに。自分が楽しくなけ
れば、お客さんも楽しくないだろうしね。ただ、年
齢とともによく忘れるようになるので、それにこれ
からどうやって戦っていくかですね

－ 23 －
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くれてありがとう。

中学３年生の一筆啓上
「愛 す る 家 族」へ の 短 い 手 紙

★米原にいったり迷惑かけてしまいますことにもうし

ついこの間、中学に入学したかと思えば

★お母さん、何かといって迷惑かけているのに見て見

わけないと思っております。これからもよろしくお
ねがいします。

あっという間にもうすぐ高校生になります。

ぬふりをして、さらに迷惑かけていつもごめんなさ

家族への想いを綴ります。

い。結構恩着せがましいなと思うときもあるけど、
確かに助けられているのは事実です。本当にいつも

★母さん、ずっと母さんの事は怒りっぽい人だと

ありがとう。

思っていたけど今、思い返すと実はかなりがんば
り屋さんだったことに気づきました。父さん、母

★お母さんいつも自分も疲れているはずなのに子供の

さんの姿を見て今の自分はあると思います。改め

ことを１番考えてくれてほんとに嬉しいです。なん

てありがと！

となくちゃんと考えずに発言して傷つけてしまって
ごめん。でもいつも本当に感謝しているし、お母さ

★いつも働いてきてくれたお母さん、そしてお母さ

んのおかげで今の私があります。本当にありがとう。

んが働いている間に面倒をみたりごはんをつくっ

★今まで自分のためにしてくれたことについて一言で

てくれたおばあちゃん、ありがとう。

はおさまり切らんけど、自分が生まれてから今まで

★お母さん、仕事あるのに毎日毎日お弁当つくって

してくれた家事や送り迎えについてありがとう。

くれてありがとう。昼休みがいつも楽しみで仕方
ないよ。きっと世界一おいしい。あ、あと猫たち

★毎日必死に働いて、心身ともに疲れているうえに、

の世話も任せっきりでごめんなさい。私もなにか

祖父母に悩まされて追い込まれているのに、笑顔を
絶やさず生きてくれてありがとう。

できるようにがんばるね！いつも本当にありがと

★いつもありがとう‼肩もみ券たくさんプレゼントす

う。これからもよろしくお願いします！

るので、肩もみの前に寝ないでね！

★勉強に打ち込めるように環境を整えてくれてあり
がとう。よく聞くような理不尽な親みたいなのは

★弟の受験で自分に手間暇かけて勉強をサポートして

１ミリもなく本当に考えて子育てしてくれている

くれてありがとうございます。高校生からはサポー

ことにも感謝‼

トをあまりされず、自立していけるように頑張りま
す。ぜひ、横で見守っていてください‼

★駅の帰りに「スタバ寄って」と言った時はいつも
寄ってくれてありがとう。あれが月１の楽しみで

★土日はご飯つくるからね！

す。あんなに高いものを毎月飲めるなんて僕は幸

★離れて暮らしていると親のありがたさがよくわかり
ます。これまで迷惑たくさんかけたけど、これから

せものです。これからもスタバ寄ってね！

もたくさん迷惑かけると思うけど許してね。改めて、

★お父さんもお母さんもいつも私の気持ちを大事

ここまで育ててくれてありがとうございます。

にしてくれてありがとう。今の目標は２人にばか
でっかいお家をプレゼントすることです。楽しみ

★いつも美味しいご飯ありがとうございます。最近は

にしてて下さい。あと、可愛いお姉ちゃんを産ん

冷凍食品率も多いですが、それでもお母さんの料理

でくれてありがとう。

が一番だと思っています。そして、家族が食べてい

★毎日お弁当作ってくれてありがとう。ちなみに、

けるように働いているお父さんお疲れさまです。

私がお弁当に入っていて一番嬉しい食べ物は、白

★お母さんは姉の世話もしないといけないのに毎日早
起きしてお弁当を作ってくれてありがとう。

米です。これからも白米いれてね。ふりかけはか

★お父さんいつもありがとうございます。厳しいなと

けないで欲しいです。
★毎日美味しい夜ご飯を作ってくれてありがとう。

思うときもあるけど、いつも僕にとって一番いい結
果になるように考えてくれていて、ここまで支えて

一日の疲れが吹っ飛びます。
★今まで15年間育ててくれてありがとう。ここまで

くれていることに感謝しています。お母さんもいつ

成長できたのは二人のおかげだと思います。色々

もありがとうございます。注意はよくされるけども、

な楽しい思い出がありますが、２人の子供で本当

生活を規則正しくするようにしてくれて、ご飯も一

に良かったと思います。

辺倒にならないよう色々な食材を使ってくれてあり

★僕がどれだけ親不孝なことをしても見捨てないで
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★３年前の今頃は期待と不安でわくわくしていました
が、あっという間に３年が経ちました。本当にあり
がとう。これからもまだまだ迷惑かけるかもしれな

高校３年生の一筆啓上
「愛 す る 家 族」へ の 短 い 手 紙

いけれどよろしくお願いします。

卒業に際して、今まで言えなかったこと、

★日々の数々のご厚意に御礼申し上げます。あなた方

心の中に密かにしまっていた想いを、今日

両親のご厚意により、私は安定した日々を送ること

は特別に伝えます。

ができています。どうぞこれからも出来の悪い息子

♥お母さん、毎日朝早く起きてお弁当つくってくれるし、

ではございますが、宜しくお願い致します。

僕の健康に気を使ってくれてありがとう。お父さん、

★お母さん、いつも手のかかる息子を気にかけてくれ

毎日忙しくて疲れているのに僕に勉強のアドバイスを

てありがとうございます。耳の痛い言葉を僕のため

くれてありがとう。受験後はゆっくりしてね！

に言ってくれていることも感謝しています。今後と

♥いつも練習に付き合ってくれてありがとう。一般の

も、もう少しだけ気にかけてください。
★「父になったじぶんへ。父になってどう過ごしてい

試合とかで、ダブルス組んでくれてありがとう。試

ますか。家族との時間を大切にしていますか。ただ

合見に来てくれてありがとう。これからも、いろん

一つだけ、15の君からお願いがあります。自分が育っ

な大会に一緒に出たいし、一緒にテニスしたいです。

てきた家族みたいに明るく楽しくそして、苦しい時

お父さんへ。今度こそシングル勝ちます。お母さん

には助け合える家族を築いてね。」こうやって書け

へ。ダブルスも強くなるので、組むのを楽しみに待っ

る位今の家族が大好きだし、信頼してるよ。そして

ててください。

そんな家族を築いてくれてありがとう。僕が家を出

♥おはよう大好き。愛してる。おやすみ。

ていくまでもう長くはないと思うけど、これからも

♥結果が思うように出なかったとき、イライラしてお
母さんにあたってしまったことをとても後悔してい

よろしく！

ます。そんな時でも優しく接してくれてありがとう。

★いつもその場しのぎのウソばっかりついて迷惑かけ

絶対に合格します。

ているけどなんやかんや見すてずにいてくれて感謝

♥僕と一緒か、それ以上に不安なはずなのに、勉強し

しています。おいしいご飯をありがとう。

ろとうるさく言わないでいてくれているその心遣い

★お母さん、毎日おいしいご飯作ってくれてありがと

に、いつも感謝しています。お母さん、お父さん、

う‼お父さん、毎日寒い中帰り迎えに来てくれてあ

いつもありがとう。

りがとう！たくさんけんかするだろうけど、これか

♥大変なことはいっぱいあったけど、いつも自分より

らもよろしくね！

ぼくのことを考えてくれているよね。ありがとう

★お母さん、手のこんだおいしいごお弁当をありがと
う！冷凍食品を使わず毎朝ものすごいクオリティの

♥小・中・高とたくさんの迷惑をかけてきました。そ

お弁当を作ってくれているのは、感謝の念にたえま

んな中でも、送り迎えや弁当で、ずっと支えられて

せん。残り半分、ヨロシク！

もらいました。18年間ありがとう。もう少ししたら
親孝行するね。

★お母さん毎朝早く起きて、お弁当を作ってくれてあ
りがとう。昼休みが僕の唯一の学校の楽しみです。

♥お父さんとお母さんのおかげで身長も学力も、そし
て人間としても成長できました。お弁当ごちそうさ

お父さん、僕のクラブや趣味や勉強を手伝ってくれ

まです。

てありがとう。これからも仕事がんばってください。
★お母さんは仕事で忙しいのに、いつも毎朝早く起き

♥子が親に求めること。それを理解し、応えることは

てお弁当を作ってくれてありがとう。お父さんは私

非常に難しく、出来ない方が当然だと思います。逆

が落ち込んでいる時に話を聞いてくれたり、悩んで

も然りです。それを歩み寄り、手を取り合うことが

いる時に相談に乗ってくれてありがとう。

出来なくても、親子であることには変わりありませ
ん。これから共に歩み寄りましょう。

★お弁当いつもありがとう。いつもはやく食べたくて

♥お母さん、いつも忙しいにも関わらず、毎朝お弁当

仕方ありません。

を作ってくれてありがとう。お父さん、毎日忙しい

★毎日朝５時に起きて弁当やおにぎりを作ってくれて

のに、いつも気にかけてくれてありがとう。

ありがとうございます。

♥お母さん、公立行ってたら朝ゆっくりできたのに、
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めっちゃ遠いところに通ってるせいで、朝早くから

にも関わらず、疲れた様子も全く見せず４時30分に

ご飯とお弁当ありがとう！感謝します。お父さん、

起きて、毎日毎日おいしいお弁当を作ってくれてあ

単身赴任で東京で働いてくれてありがとう！おかげ

りがとう！夜も私が寝るまでいつも一緒に起きてく

でやりたいことが全部できるよ。

れてありがとう。私のことをずーっと信じて応援し

♥18年ずっと支えてくれてありがとう。くだらない話

てくれてありがとう。ありがとうでいっぱいです。

も困っていることも沢山聞いてもらってとても感謝

♥父母へ。寮生活であまり会話することができなかっ

しています。これからもよろしくお願いします。

たけど、メールなどで連絡がとれてよかったです。

♥寮生活で地元から離れて、他の家族とは違う生活を

♥いつも、私のことを一番に考えてくれてありがとう。

送ることになってしまったけど、時に、荷物とかメー

パパとママの子どもに生まれてこれて幸せです。こ

ルとか送ってくれて嬉しかったです。大学生になっ

れからもよろしくおねがいします。

たら親元は離れることになりますが、その時もまた

♥お母さん、お父さん、だらしなくて時間にルーズで
そのくせわがままで、手間のかかる娘ですみません。

よろしくお願いいたします。
♥私が落ち込んでいる時も、さりげなく支えてくれて、

進路で悩んだときに一緒になって考えてくれてあり

常に私のことを信じてくれてありがとう。特に３年

がとう。習い事長い間続けさせてくれてありがとう。
誕生日プレゼント大事にします。

生になってからは大変なことも多かったけど、家に
帰ると、とても落ち着きました。これからも夢を追

♥父さんはいつも忙しいはずなのに、志望校の情報を

いかけていくので、よろしくお願いいたします。

集めてくれたり、ときどき寮までねぎらいに来て一

♥お母さんはしんどい時も朝一番に起きて、朝食を

緒に食事につれていってくれてありがとう。ときど

作って、僕を起こしてくれた。僕独りで生活してた

きさし入れで来る辛さ50倍カレーは汗をダラダラか

ら、まず間違いなく皆勤は途絶えていたはず。中学

きながらおいしくいただきました。母さんはさし入

から続けてきた皆勤は、ほぼお母さんのもの。いつ

れをしてくれたり帰省した時にはおいしい手料理を

もありがとう！

つくってくれてありがとう。やっぱり母さんのつく
る食事は世界で一番おいしいです‼

♥おかあさん。あんまりにも愛されて手塩にかけて育
てられたから私は世間知らずの子どものままで、きっ

♥お弁当の中身をいつも変えようとしてくれる気持
ち、ありがとう。同じで構いません。

とお母さんの苦労をすべて理解しきれていない。だ
けどきっと自分に子どもが生まれたらお母さんの存

♥物事の１つの価値判断基準としてお金というものが
ありますが、それ以外の基準に目を配り、自分がや

在の大きさに気づくと思う。いつもありがとう。

りたいことを自己の判断でやれる大人になります。

♥年末に僕に何の断りもなく飼い始めたあのネズミ、

自由に生かしてくれてありがとう。

かわいいね。
♥バスケットボールで２年連続骨折して迷惑かけまし

♥西大和に通わせてくれてありがとう！６年でものす
ごく成長したと感じています。

た。今年も折れるかもしれません。

♥両親へ、いつも思うんだけど、二人とも凄いよね。 ♥西大和に入るって決めた小４の時から今日まで数え
センターの数学満点とってみたり、古文漢解いて満

きれない程迷惑をかけてきたけど、自分を信じ応援

点とってみたり、うらやましいというか、その点数

してくれてありがとうございました。死ぬ気でがん
ばります。

欲しいのこっちなんだけど…？
♥お母さん、いつも早起きして１日たりとも休まずお

♥お母さん、毎日、私のくつ下を拾って洗濯してくれ
てありがとうございます。

弁当をつくってくれてありがとう。お父さん、おも

しろい話をしてくれて、いやなことも忘れられます。 ♥感謝がここで書き切れないほど感謝してます。って
書けるやないかい。

ありがとう。
♥ママと私は似たもの同士で、だからよくけんかもする

♥わっと大きな笑顔で俺のことをむかえてくれてあり
がとうございます。

けれど、でも私のことを常に一番に考えてくれたり、
応援してくれたり、色々本当に感謝しています。仕事

♥お母さん、３年間応援してくれてありがとう。お母

でも家でもいつも応援してくれて譲ってくれてありが

さんのお弁当の味は忘れません。たくさん迷惑をか

とう。たまには私にもひとくちゆずらして下さい。

けてごめんなさい。必ず自慢の息子になります。我

♥学年があがるにつれ、休日が少なくなっていったの
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中学３年生の保護者からの一筆啓上
「愛する子どもたち」への短い手紙

♡去年1年間体調を崩し、登校もままならない状態か
ら、元気になりまた充実した学校生活を送れるよう
になって本当に良かったね。支えて下さった先生や
お友達への感謝を忘れず、今この時間を大切に、お

中学3年間を振り返って、子供たちへの

友達を大切にしてね。

想いをつづります。

♡中学卒業おめでとう！いまの君を誇りに思い、これ
からの君を応援しているよ！

♡いつの間にか家族よりも何でも話せる友達が出来
て、楽しそうに過ごしている姿を見ると安心します。

♡The best way to predict your future is to creat it .
Hung in there!!

いつもあたたかく、時には厳しく指導してくださる
先生、優しい友達に感謝を忘れず自分の目指す道に
進んでください。

♡入学して３年間、頑張ったね。心も体も成長した君
が誇らしいです。コロナ禍のなか、楽しみにしてい

いつもあなたを信じて見守って

たイベントもなくなり残念だったけど、素敵な先生

います。卒業おめでとう。
♡いつも応援しています。

方、大切な友達に出会えて良かったね。これからも

♡希望の中学に合格し、毎日楽しい学校生活を送って

成長する君が楽しみです。

いる姿を見ながら、お父さんもお母さんもとても嬉

♡ほぼ知人の居ない環境からスタートした学園生活。

しく思っています。いよいよ高校生になりますね。

戸惑いもあったかもしれないけれど、そこへ飛び込

小さい頃からの夢に向かって、頑張って下さい。お

んだ勇気を誇らしく、そして三年間元気に通学出来

父さんもお母さんも、これからも全力で応援してる

たことを嬉しく思います。頑張ったね。何より支え

からね！

て下さった先生方、友人たちへの感謝と思いやりの
気持ちを忘れず、西大和学園での学びを活かして、

♡中学3年間色々な事がありましたね。いつも前向き
に取り組んでいくあなたの頑張りには感心させられ

これからの人生が彩り深く喜びに満ちたものとなり

ました。高校も沢山の事を経験し楽しんでください。

ますように。自分を信じて歩んでいって下さい。ど
んな時も応援しているよ。

♡思えば中学受験から二人三脚でやってきて、本当に
よくがんばってくれたと思っています。そしてこれ

♡前より口数が減ってそっけなくなりましたが、ちょ

からも自分の信じた道をまっすぐ進んで下さい。い

こんとそばに座って来るときはお疲れモードなの

つもどんな時でも応援しています。

かな?と好物ばかり作ります。いつでもいつまでも、
一番の味方で応援団長の母より。

♡3年前の入試の帰りに、
「先生のお言葉が心に残った。
その通りの３

♡内にあるパワーを発揮してさらなる飛躍を！恵まれ

年間だったと思う。これから西大和生活も後半戦に

た環境に感謝し先生や友人を大切に！応援していま

ここに入りたい」と言っていたね。

す

なるけれど、最初の気持ちを忘れずに良い仲間と頑

♡今年はもう高校生ですね。毎日朝早く出掛けていく

張ってほしい。
♡三年間、しがみついてよく頑張ったね。

後ろ姿もたのもしくなりました。これからも毎日色

♡夢に向かって大きく翔けますように。

んな話を聴かせてくれるのを楽しみにしてるよ。

♡実家から離れて、西大和学園での3年間、健康で、

♡コロナ禍で想像していた学生生活とは違っていたか

元気に寮生活と学校生活を送ってくれました。ただ

もしれませんが、そんな中でも学校であったことを

それだけで幸せです。あなたがあなたらしく、健康

楽しそうに話すあなたの笑顔にどんなに励まされた

で、夢にむかって頑張る姿をこれからも応援してい

ことでしょう。未来に向かい思い悩むこともあると

ます。卒業おめでとう！高校生活もガンバレ！あな

思いますが、日々頑張る姿にたくましくなったなと

たの応援団長、母より

感じています。これからも全力で応援します！一緒
にがんばろう！

♡小さかったあなたが、自分の世界を広げて自立して
いくのを見ると、頼もしくもあり少し寂しくもあり

♡学びを深めるには気付きと時間が必要です。本気の

ます。口に出しては中々言えないけど、あなたの未

失敗を重ねて学びに取り組むことこそが、世界の未

来が良いものになる様に応援しています。

来をつくる人の成長を生むと信じています。一緒に
過ごせる素敵な時間をくれてありがとう。

♡Standing on the Shoulders of Giants 学び、次代を
創れ。

♡幼い頃は、アイスクリーム屋さんになりたいとか飼
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育員さんになりたいとか話してくれましたね。今現在
の夢は何ですか？決まったら聞かせて下さい。我が家
の宝物よ、父母はいつでもあなたを応援しています。

高校３年生の保護者からの一筆啓上
「愛する子どもたち」への短い手紙

♡「私達の学年行事少ないし、お休みも少ない～」が

人生の節目において、18 年間のあふれる

口癖の娘。にもかかわらずいつも楽しそうで何より。

想いをつづります。

心底、この学校に入れて良かったと思っています。
残り半分となったね。人生は選択の連続。大切なの

保護者と卒業生の手紙

♡６年間、よく頑張りました。

この間の努力、継

は何が正解なのかより何を正解にするかの努力だと

続する力は、これから生きていく上での糧になるで

思います。いつでも応援してるよ。

しょう。

♡中学卒業おめでとう。これからもずっと応援していま

♡信頼して待ってて欲しいと言ってくれたことが母の
支えでしたよ。ほんとにそのとおりだったね。あり

す。

がとう。

♡通学時間の心配あっという間の子供の成長に驚き。

♡楽しそうに学んでいる姿をみて、いつも元気をも

楽しんで通ってる姿に親は安心。

らっています。勉強で大変なのに、家事も手伝って

♡いつも怒ってばかりいるけど、本当は大好きだよ！

くれてありがとう。自慢の息子です。

我が家の期待の星！これからもがんばってね！
♡コロナ禍で、色々な学校行事がなくなりとても残念

♡頼りなかった入学から早６年、自分を律し、着実に

ですが、中学、高校時代はとても貴重な時間です。

力を付けていく姿は親ながら尊敬していましたよ。

悔いが残らないよう、色々な事にチャレンジしてく

本当の親友に出会い、楽しい学園生活を送ってきた
ように、これからの人生ももっともっと楽しんでね。

ださいね！応援しています！
♡西大和で過ごした３年間、先生やお友達に良い刺激

♡「はらはら わくわく どきどき」な６年間でした。あ

を受けとても精神的に成長しましたね。どんどん親

なたのおかげで私たちも楽しく実り豊かなものとな

離れしていくことがちょっとさみしいけれど嬉しく

りました。あなたがいつも幸せの中にいますように。

思います。心身ともに健康で過ごしてくれることが

♡朝早くから夜遅くまでよく頑張ったね。大好きなあ
なたをこれからもずっとずっと応援しています！

両親の願いです。高校生活も充実したものになるよ

♡幼さく可愛かった中学の入学式から６年間、いろん

う陰ながら応援しています。
♡中学3年間、実に楽しく充実した日々だったようで、

なことを経験し成長ましたね。ほとんどが楽しい想

心身ともに成長した姿が誇らしく、とても嬉しい。

い出です。良く頑張りました。あなたのお陰で母も

フォートナイトでビクロイもいいけど、高校からは

楽しい時を過ごすことが出来ました。有り難う。こ
れからの成長も楽しみにしています。

ぜひ陽キャになって現実世界でもいろいろビクロイ

♡これからは自分を信じて、自ら問いを立て、信じた

してね。

道を生きてください。感謝は絶対忘れずにね。人生

♡悠々と心豊かに人生を歩んでいってほしい。
♡誰にならうか
出会うか

誰とならうか

誰に出会うか

長いようで短いから、前のめり気味に何でも楽しみ

誰と

ましょう！

この誰ほど人生の軸になるものはありま

せん。太い軸で無から有を生み出す人生となります

♡いつも「ありがとう」と言ってくれて有難う。あな

ように。いつも応援しています。私たちと出会って

たの代わりはどこにもいないよ。あなたの親でいら

くれてありがとう。

れることに感謝。

♡いつも優しく、家族の笑顔を大切に思うあなたを誇り

♡６年間通学お疲れ様。

♡ユニークな子で毎日楽しいです。峻別出来るように

♡この６年間、やりたい事を自ら探し、判断し、実行
し、楽しい ! ! があふれる西大和生活でしたね。こ

自己研鑽してね。

れからも自信を持って、楽しい ! ! を探してマイペー

♡たまに話してくれる学校の出来事、聞くのがとても

スで歩んでいって下さい。応援しています。

楽しみで嬉しいです。ありがとう。
♡いつもありがとう。今年は早くも高校生になります

♡いつでも全力で頑張っているあなたが大好きだよ！
応援団長より。

ね。笑顔で毎日を楽しく過ごせれる充実した高校生
活がおくれますように応援しています。

早く自分のやりたいことが

見つかるといいね。

に思います。健康で幸せである事が１番の願いです。

♡高校3年間で、周りの人に感謝の気持ちを伝える事
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保護者と卒業生の手紙

が出来るようになりました。大きく成長する姿を見

♡３年前の３月、急遽行くことになった入学説明会。

せてくれて、ありがとう。

帰りの電車ではこんなに寂しいローカル線に毎日乗

♡よきアドバイスを頂ける先生との出会いを大切に。

るのか…と涙が溢れました。あれから３年。今では

人との出会いを大切に。偶然じゃない必然的な出会

王寺線から見える景色は四季折々輝いて見え、朝は

いです。これからの人生を自信を持って、のびのび

太陽の光で輝き夕方には茜色に染まる通学路、高架

と歩んで下さい。ずっと応援していますー頑張れー

から見下ろすたくさんの線路、小高い丘に建つ西大

o(*⌒―⌒*)o"

和学園。目をとじれば何時も浮かんできます。付箋

♡自分らしく輝くために親元を離れて、西大和生にな

でいっぱいになりボロボロになった単語帳。制服の

りましたね。貫き通した勇気を誇りに、これからも

ズボンもお直しで限界。勉強と部活も両立しました

生き方を求め輝き続けてください。

ね。他では決して体験できなかった素晴らしい数々

♡三年間、通学と勉強をよく頑張りましたね。たくさ

の経験。あなたは確かに立派に成長しました。先生

んの経験をさせてもらって、とても成長したとおも

方からのお話しやお手紙にはいつも涙がこぼれま

います。お世話になった先生方や助けてもらった友

す。３年間で私も心の成長をさせていただきました。

達に感謝してくださいね。私もおかげでとても充実

あなたと、そしてあなたにかかわってくださったす

した三年間でした。ありがとう。これからも応援し

べての方々へ、ありがとう。

ています。

♡生まれた時は、一生守ってやるからなと誓ったけれ

♡入学を決めた時、子離れできない惨めさや悔しさを

ど、18年経って家族みんなが君に守られています。

感じた。今は心から感謝している。どれほど親子共

一生君の幸せを願っています。卒業おめでとう。

に成長させてもらえたか。習慣の力を保存し、何度

♡あなたに降りかかる色々な困難にくじけそうな私を

も読み返している。先生方学園には感謝しかない。

よそに、あなたはとても強い心で突き進みます。そ

これからもここで学んだことを実らせていけるよう

して道の先の光を捉えて向かい続けます。あなたな

見守っていきたい。

ら乗り越えられる。

♡私達の子供に生まれてきてくれてありがとう。当た

♡18年前には想像もしなかったこんな現在。なんか

り前の困難な日々をよく頑張りました。あとは胸を

もう…すごいよ。自分を信じてしっかり前を見るあ

張り自信を持ってベストを尽くすのみです。ベスト

なたを私たちは信じてる。可能性しか感じない。誇

を尽くした「結果」は必ずベストな「答え」となっ

らしさしか感じない。ここからもまだ想像できない

て君の人生を輝かせてくれるはず。何も心配はいら

ような未来を楽しみにしてるよ。

ないよ。一番輝く君の未来をワクワクしながら共に

♡様々な経験は人生を奥深く味わい豊かなものにして

過ごす私は幸せな父親です。本当にありがとう。君

くれます。西大和学園での経験がこれからのあなた

は私の誇りです。私の宝物の君へエールを！

の人生に力を与えてくれるはずです。自信をもって

♡これから経験する楽しいことも辛いことも、すべて

歩んで下さい。私達も応援しています。

があなたにとってとても貴重なものです。大事に、 ♡色んな刺激を受けたり、大学受験に向かって努力す
慎重に、好きな道を進んでください

る姿をそばで見てきて、胸がいっぱいです。あなた

♡同じ屋根の下で暮らせるのはあとどれくらいなのか

の母で幸せです。ありがとう。

を考えると、とてつもなく寂しいです。そしてあな
たの幸せだけが、この寂しさを解消してくれるので
しょう。ずっと応援してるからね！
♡あなたは自分のことよりも周りの人達を思いやり優

『 信 頼 』第71号
行 西大和学園育友会

先する優しい人です。お母さんは、そんなあなたを

発

誇りに思います。でも、もっと自分のやりたいよう

発行日

にしていいのです。あなたには沢山の可能性がある
から、伸び伸びと自分の良い所を発揮して欲しいで
す。そして、自信を持って将来を切り拓いて下さい。
いつまでも私達家族は、あなたのことを応援してい
ます。

－ 29 －

令和４年２月28日

印 刷 令和４年２月28日
〒636-0082 奈 良 県 河 合 町 薬 井 2 9 5 番 地
TEL 0745-73-6565㈹

FAX 0745-73-1947

西大和学園ホームページ
http://www.nishiyamato.ed.jp/

