ミ モ ピ ア

「かけがえのない日々」

卒業 おめでと うございます。 三年

四 四〇名の 卒業生の皆さん 、ご

場所 で、皆さ んに積極的に声 をか

で、 毎日、校 舎のありとあら ゆる

その 寂しさを 埋め合わせる気 持ち

です。

メッ セージが 綴られています 。ひ

様子 を眺めて います。元気に 登校

はよ く窓際に 寄り添い、皆さ んの

育館 を見下ろ す事ができます 。私

ださい。それもまた、仰げば尊い、

おい て、時に 触れ思い起こし てく

その いくつか をいつまでも覚 えて

ださい。そしてできることならば、

とつ ひとつを 噛みしめて読ん でく

して くる姿、 体育の時間に賑 やか

「我が師の恩」であるはずです。

校 長室の窓 からは、 運動場 や体

に活 動する姿 、早朝や夕方に 熱心

葉を贈ります。

最 後に、私 から皆さ んに次 の言
けん ばかりの 、若さいっぱい の姿

『乙女達よ、良き人生を！』

に活 動する部 活生、皆さんの 、弾
を、 眩しい気 持ちで見つめて いま
す。ついつい時を忘れるほどです。
皆さ んの明る く元気な姿は、 いつ
も私 を幸福な 気持ちにさせて くれ
ます。「教えの庭にも、はや幾とせ」
数日後に皆さんが歌う、
「仰げば尊
し」 の一節が 不意に心をよぎ りま
す。 卒業生の 皆さん、皆さん が、
仲間 と苦楽を 共にした、豊か で、
愛に 満ちた、 かけがえのない 高校
生活 も、もう 少しで終わりを 迎え
ます 。きっと 、感謝の気持ち を伝
える べき人が いるはずです。 必ず
その 気持ちを 言葉にして卒業 式を
迎えてください。
み なさんが 今手にし ている 、最
後に 読むであ ろう「ミモピア 」に

お送りします♪

校長 奥井 裕紀子

間、 あるいは 六年間、中村学 園で

ける ようにし ています。大き な声

に沢 山います 。私にとってそ れは

過ご した日々 を振り返りなが ら、

校 長職とい う重責に 就いた 以上

本当 に大きな 喜びです。特に 私が

で返 事をして くれる生徒、明 るい

仕方 がないこ となのですが、 教壇

最後 に教科を 担当した三年生 の皆

毎日 を過ごし ていることと思 いま

に立 つことが 少なくなった私 にと

さん は、いつ もいつも元気な 挨拶

笑顔 を向けて くれる生徒が、 本当

って 、生徒達 と直接触れあう 機会

をし てくれま した。本当にあ りが

す。

が減 ってしま ったことは、わ かっ

とう 。私は皆 さんの笑顔をい つま

「お薦めの一冊」を
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てい たことと はいえ、やはり 一抹

は、 三年生の 先生方一人ひと りの

「卒業生へ贈る言葉」、
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でも 忘れずに 、覚えておくつ もり

高校３年生担当の先生方から
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の寂 しさを感 じるものです。 私は
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卒業おめでとうございます。これ
読めます 。 年以上か けて シ ェイク

やすい訳で書いてあり、すらすらと

典文学とは思えないようなわかり

行うことによって初めて自分の人

で、自分が為すべきことを主体的に

えてくる。」
「 今自分 の置か れた場所

じて、その意味を見つけ出して自分

う。全ての出会いに意味があると信

はつまずくこともあることでしょ

っています。うれしいことも、時に

て欲しいです。中村を巣立つ皆さん

ながら生きることのヒントも探っ

す。ぜひ彼女の言葉から女性が働き

には様々なご苦労があったそうで

スピアの翻訳を手がけた松岡さん

をやりきることで、それぞれの道を

ない自分自身が日々為すべきこと

に身を置くことになっても、他でも

スタートを切る皆さん、どんな場所

うことでしょうか。４月から新しい

生が自分のものになっていく」とい

います。

三年四組 石川 敬洋 先生
私は、 歳で大 学生活 始め ま した。

で結婚生 活始め ました 。 歳 で育児

す。シェイクスピアの「ロミオとジ

験することによってその本質が見

言葉だ そうで す。「何 事も 自分で 経

35

一生懸命 にやり ましょ う。

今やりたいこと、始めたいことを

い」はな い。

れませんが、始めるのに「早い」
「遅

いつか終わりが来ることかもし

した。 歳で猫 の世話 を始 め ました 。

37

peu de tout. Car il est bien plus beau de savoir

quelque chose de tout que de savoir tout d’une

chose; cette universalité est la plus belle

――Pensées de Blaise Pascal

三年五組 大石 有克 先生

ce qu’on peut savoir sur tout, il faut savoir un

お薦めの 一冊

『蒼穹の 昴』浅 田 次郎

てくる史 実の裏 側を作 者な らでは

りとりな ど、世 界史、 日本 史に出

まざまな 人々の 思惑、 国家 間のや

中国清朝 末の皇 帝をと りま く、さ

スケール の大き なシリ ーズ です。

浅田次郎 の歴史 小説の 中で も、

著

三年六組 篠原 良寛 先生

セ』の言 葉です 。

私の恩 師が好 んでい た『 パン

Puisqu’on ne peut être universel et savoir tout

学年主任 倉岡 佳代子 先生

からたくさんの新しい出会いが待

の糧にできるような豊かな人生を
に贈りた い本で す。

卒業お めでと う。今 から 輝かし

切り拓いてくれることを心から願

送って くれる こと を願っ ていま す。
自分を大切にして、周囲の人への思

な立場や境遇の人たちにも思いを

い未来が ある君 たちを 羨ま しく思

三年二組 中村 和康 先生

寄せる、そんな素敵な大人になって

います。 私 に は 未 来 は あ り ま せ ん 。

いやりと感謝を忘れず、社会の様々

下さいね 。

歳

考え努力することが大切だと、つく

を始めま した 。 歳でハン ド ボール

歳で教員生活始めました。

三年一組 上野 祥子 先生

づく思う この頃 です。

夢に向かって先を見据えてよく

お薦めの 一冊

始めまし た。 歳でギ ター を 始めま

という言葉に最近出会いました。曹

「他不是 吾
（他は是れ吾にあらず）
」

三年三組 金田 好恵 先生

ぼおっと生きて、悔いが残る者より

明日に向 かって 走れ！
訳
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『シェイ クスピ ア全集 』
松岡 和子

って始まった、シェイクスピア全
作品を舞 台化す るプロ ジェ クト。

作目が上演されました。翻

洞宗の開祖道元が、宋で修行した際

月には

訳を務 めるの が松 岡和子 さんで す。

にその地の老僧に投げかけられた

ュリエッ ト」
「ハムレット」など、古
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作 完 訳と な れ ば女 性 初 の 快 挙で
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年に演出家・蜷川幸雄さんによ

1998
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味を持っ た人は 、この 後『 珍妃の

の想像力 で描き 出して いま す。興
で、考え てみて くださ い。

す。とても短い物語なので是非読ん

三年九組 柿木 悠輔 先生
みなさん、働きアリの法則を知っ

三年十組 佐多 万鈴 先生

お薦めの 一冊

三年七組 黒岩 太 先生

く）
：２（さぼっている）の割合で分

およそ２（よく働く）
：６（普通に働

ているように見える働きアリも、お

思います。この本は主に「時間とは」

ので、読んだことがある人も多いと

どの学校の図書館にも必ずある

『モモ』

お薦めの 一冊

かれているという法則です。集団の

「幸せとは」について書かれていま

ていますか？いつもせっせと働い

『
「笑いの力」で人生はうまくいく』

中ではこの法則がほぼ成り立つと

す。これから様々な人生を歩む卒業

井戸』『中原の虹』
『マ ンチ ュリア

マザー・テレサが「笑顔には想像

言われています。この法則のおもし

生は、高校までと違い、日々どう過

お薦めの 一冊
『最後の 授業』

になります。今、私たちのいる社会

著

ンリポート』『天子蒙塵』と続き

できないほどの可能性がある」とい

ろいところは、良く働く２割を集め

ごすのかを自分で決めていくこと
分かれるということです。逆もまた

はとに かく効 率至 上主義 で、「時間

ミヒャエ ル＝エ ンデ

ます。読み始めると止まりません。

う言葉を残しています。仕事や試験

ても、その集団で再び２：６：２に

込んでしまうことは誰にでもあり

同様です 。

著

著

がうまくいかなかったときに落ち

この物語は戦争に負けて、次の日

ますよね。そんな時、一番有効な気

植西 聰

アルフォ ンス・ ドーデ
訳

三年七組 川上 達也 先生

南本 史

からフランス領からドイツ領にな

団の中にいて、もう既に２：６：２

あるとされています。この考え方は

のかかる こと 」
「無駄なこと」は悪で

分転換は何でしょう。それは誰にで
もできる こと 、
「笑う」ことです。笑

とても自然に、学校や職場などの至

今あなたたちはクラスという集

ってしまうアルザス地方での学校
の話です。そこではフランス語で行

に分かれています。しかし、卒業す

うちにみなさんを蝕んでくるでし

いの力で人生がうまくいくと良い

行くこと になり 、また その 中で２ ：

ょう。 しかし 、み なさん の生き 方、

われる最後の授業が展開されてい

６：２に分かれていくことでしょう。

日々の行動の全てが、その尺度で測

る所にあり、これから気がつかない

今はさぼっている２の中に入って

られて 良いも ので しょう か。「時間

れば新しい集団の中に飛び込んで

いたとしても、次の集団ではどうな

のかかる こと 」
「無駄」を排除した人

と思いま せんか ？

るかはわかりません。今年卒業して

生は果たして幸せなものでしょう

きます。一見するとすごく寂しい話

進学する人、就職して一足先に社

いくあ なたた ちが 、よく 働く２ や、

か。この本の登場人物の一人一人が、

ですが、実はもともとこの地域では

うに思えます。ドーデは何のために

会人と なる人 。進 路は様 々です が、

６の中に入り活躍していくことを

それぞれの人生の「無駄」の中から

した。それを踏まえると、急にこの
作品が意図的に書かれたもののよ

三年八組 中村 寛幸 先生

この作品を書いたのか。そして皆が

この三 年間で 培っ たもの を大切 に、

願ってい ます。 卒業お めで とう。

フランス語は話されていませんで

何気なく使っている言語が、国家か

努力を続けて下さい。いろんな場面

とうござ います 。

高校三年生の皆さん、卒業おめで

らしたらどのような意味を持つの

でのご活 躍を祈 念して いま す。

童書ではありますが、大人になるみ

幸せポイントを教えてくれます。児

か。これからも勉強をしていく皆さ
んにとって役立つ視点だと思いま

3

堀川 富美子 先生

ちです。 しかし 私は 、
「読 書」の最

大の魅力 は空間 を超え 、時 代を超

三年十三組 中垣内 啓太 先生

ご卒業おめでとうございます。

なさんにこそぜひ読んで欲しい一
ご卒業お めでと うござ いま す。

さまざま なもの に「思 いを はせ

冊です。そして、ぜひ素敵な「無駄」

感恩の気持ちを持ち、笑顔を忘れず、

る」こと ができ る点だ と思 いま

え、性別 や生物 学的な 種を 超え、

ます。挑 戦して も逃げ ても 誰かに

何事も粘り強く挑戦していってく

す。そう いう意 味では 読書 は最高

“努力の上に花が咲く“これからも、

頼っても 構いま せん。 自分 を大事

ださい。みなさんの幸せを心よりお

今後いろ いろな ことが ある と思い

にして生 きて下 さい。

の「心の 旅」と いえる ので はない

平田 晃己 先生

出会える ことを お祈り しま す。

「自分に とって の最高 の一 冊」に

でしょう か。み なさん がこ れから

卒業おめ でとう ござい ます 。直接

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。英
語を通し て、皆 さんと 一緒 に充実

には１組 の人た ちにし か関 わって
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編 集 中村学園女子

ご卒業おめでとうございます。夢
や目標に向かって、一歩一歩進んで
ください。今回紹介された本や贈ら
れた言葉は、みなさんの歩みを後押
ししてくれるものだと思います。こ
の先も、みなさんの心を彩る本や言
葉との出会いがあることを祈ってい
ます。
最後に、原稿にご協力いただいた
先生方、ありがとうございました。

☆

した一年 を過ご させて いた だきま

慶田 喜彦 先生

祈りいた します 。

のある幸せな人生を送ってくださ
い。

三年十一組 永石 光論 先生
「やれば できる 」
可能性は無限大、どこまでも挑戦し
てくださ い。

三年十二組 中村 麻美 先生

く授業を させて もらい まし た。あ
りがとう ござい ました 。
これから は、そ れぞれ の選 んだ
道を歩ん でいく と思い ます が、楽
しく一緒 に過ご した仲 間や 学校の
ことを忘 れずに 、夢や 目標 に向か
って日々 努力を 続けて くだ さい。
ずっと応 援して います 。

佐藤 みどり 先生
「読書」 は最高 の「心 の旅 」

編集 後記

いません が、１ 組では いつ も楽し

卒業生の 皆さん 、ご卒 業お めで

知識や体 験は、 将来、 社会 人とな

「読書 」につ いて論 じる 際、
「読
書」をす れば読 解力が つく 、語彙
が豊富に なる、 といっ た「 読書の
効果」が ストレ ートに 求め られが

☆

した。有 難う。
これか らも、 自分の 可能 性を信

高校３年生のみなさん、ご卒業お
めでとうございます。皆さんと過ご

ってくだ さい。 一人一 人の 夢の実

じて、力 強く人 生を切 り開 いてい

っても宝物です。卒業して今後の人

現を祈っ ていま す。

した中村学園での思い出は私にと

生を歩んでいくうえで、ぜひ皆さん
には自分も周りの人も幸せにでき

ためには、何に対しても「感謝」の

とうござ います 。長い よう で短い

手島 翼 先生

気持ちを持つようにしてみてくだ

３年間で あった と思い ます 。

る人になってもらいたいです。その

さい。そしてこれからあるたくさん

人生で起こることはどんなことに

ったとき に役立 つこと がき っとあ

皆さんが 高校生 活で身 につ けた

も意味があります。皆さんのご活躍

るはずで す。

の「出会い」を大切にしてください。

を心から お祈り してい ます 。

これから も常に 向上心 を忘 れ
ず、目標を持って頑張ってください。
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