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３年生の諸君卒業おめでとうございます。

君たちが多久高校に入学してからもう３年が過ぎました。そして入学以来これまで一人一人が、様々なことを経験して

きたと思いますが、この３年間で君たちは本当に大きく成長したと思います。

君たちの卒業にあたってのお祝いの言葉として、これまで私が授業や学校生活の時々で何回も言ってきたことのうち

から次の３つのことを繰り返したいと思います。

①いのちを大切にしよう。自分のいのちも他者のいのちも存在するあらゆるもののいのちも大切にして生きていきま

しょう。

②楽しく生活しよう。「楽しく」とはその場限りのおかしさや自分やその仲間だけの楽しさをいうのではありません。もっと

深い意味で「楽しく」生活してほしいものです。そしてそれが人のため社会のために役にたつものであれば最高だと思

います。

③自分の人生は100年あると考えて生きていこう。私たちはこれまでの人間が経験したことのない長寿社会に生きてい

ます。ほとんどの人が80歳まで、また多くの人が100歳まで生きることができる社会です。この長い人生を過ごすために

常に計画を立てたり修正したりしながら、長い人生を幸福に過ごすことのできる心と体あるいは生活力を身につけなが

ら生活していきましょう。（私自身も同じです。）

私は、この３年間君たちと一緒に生活することができて幸せでした。授業等で言ってきた通り、これから先私が生きて

いる限りは、君たちの人生の歩みを見守り、応援することを楽しみにしています。将来何かあったら連絡・相談して下さ

い。君たちの話を聴いて、私のできることはしたいと思います。

私も君たちと同様に、この３年間の思い出を胸にして、また４月からの新しい仕事と生活を始めたいと思います。君た

ちとまたいつかどこかで会うことを楽しみにしています。

Ｊ・レッドフィールドはこう言っている。――人間はバース・ビジョンを持って生まれてくるが、

いつの間にかそれを忘れてしまう。だから、一刻も早く各自のバース・ビジョンを思い出し、

今世での使命を果たすべきだ。そのためには気づきと感受性の質が大事だ――。

孟子は性善説で有名だが、人はその善なる性質をいつの間にか失ってしまうと言う。その状態を「放心」と言い、

人は一刻も早く善なる本質を取り戻さねばならない。その方法は学問を修めることだと言う。

荀子は性悪説で有名だが、先天的性質のまま、各自が好き勝手にしていれば社会秩序が崩壊するのは明白で

ある。そこで荀子は、悪なる面を矯正し社会秩序を保つには各自が学問を修めることが必要不可欠だと言う。

「学」とは人から教わるという意を持つ。日本語では「まなぶはまねぶ」とも言われてきた。『論語』に「学而不思則

罔、思而不学則殆。」とあるように、受動的な「学」と主体的な「思」は車の両輪のように相互に補完し合って機能す

る。他者に教えを請い、じっくりと学び、主体的に考え、検証し自省し、さらに他者に教わりレベルアップしていく。

人生はこの繰り返しかもしれない。つまり、各自のバース・ビジョンは検証と自省の中から構築するしかない。これ

が私から皆さんに贈る言葉である。

卒業おめでとう。皆さんの今後に幸多かれ。

上に書いているタイトルの内容を理解できない人は、調べてください。多久高等学校を卒業と同時に

就職・進学とそれぞれの道に羽ばたいていくあなた方に、私の若いころの話をします。あなた方の生き方の

参考になれば幸いです。

私も生きてきたなかで、いろんな分野の師匠や恩師と呼べる方々に出会ってきました。その中でも、最も心に刻まれて

いる師匠が、愛媛県の宇和島東高校と済美高校の２校を高校野球で全国優勝させた上甲正典監督です（残念ながら

2014年9月2日・67歳で鬼籍に入られた）。初対面は2000年2月8日でした。今でもそのころを思い出しては、励みになりま

す。人生でお会いした誰よりも、怖くて恐ろしくて本当にビビりました。「そんなのも知らないのか」と怒鳴られもしたし、無

言の目線でのプレッシャーがとにかく怖かった。しかし、その試練は、私に少しでもヒントを与えようとしていただいたこと

であり、感謝の気持ちでいっぱいです。強烈な出会いから14年間懸命に食らいついて引っ付いていくなかで、多くのこと

を学びました。そのなかで、あなた方にも役立つ何かがないかと考え、師匠からの忠言（教え）を書きまくっているノート

を広げました。このようなことを書いていました。

「人間は与えられたものをしっかりできないと、何を言ってもダメ 」→ 道具やグラウンド整備などがしっかりとできない

者は、100%上手にならない。

「勉強は、ものの考え方をやるので、野球にも応用できる」→ 勉強を時間を惜しまずやることは、ものの考え方の順

序などを知ることになり、実社会に早く対応できる。」

「日本語を覚えよう。漢字をしっかり覚えよう」→ 読めなければ、書けなければ意味もわからない。理解できない。

まだまだ、たくさん学んだことがありますが、あなた方もこれから「この人」という人物との出会いがあると思います。自

分を高める出会いのチャンスやタイミングを逃さないように、日々前進してください。

「 忠言耳に逆らう 」 ３年学年主任 野口 晃

ご卒業おめでとうございます。

３年３組の担任として、皆さんと共に過ごした一年間。一年間という短い期間でしたが、私にとっても忘れられない

思い出がたくさん出来ました。

今年度もコロナ禍で、制限された学校生活を強いられたことと思いますが、無観客ながら頑張った高校総体、夏の

暑い中、汗だくになりながら演舞の練習に励んだ体育祭、そして、就職試験や入学試験を受け、ドキドキしながら受け

取った合格通知の嬉しかったことなど。どれをとっても皆さんと共に頑張ってきた大切な思い出です。

四月から皆さんは社会人や学生として新しい舞台へと駒を進めて行かなければなりません。私たちの生きる世界は

今、新型コロナウィルス、地球温暖化、地震や火山噴火などの自然災害、そして戦争への恐怖など様々な難題を抱え

ています。

『世界終末時計』は今年一月、悲しいことに過去最短「残り百秒」と定められたそうです。この時間を止める手立ては

あなたたちにかかっています。

多久高校での様々な経験を生かし、これから社会に出て自分の能力・個性をより磨くように努力して欲しいと思いま

す。そして、素晴らしい社会を創り出してください。グローバルな企業人または学生として、日本だけではなく世界に羽

ばたく存在になってほしいと思います。十数年後の皆さんの成長を楽しみにしています。そして、人生をポジティブに

エンジョイしていただければ幸いです。

最後に元気と若さを与えてくれた【最高のクラス】３年３組の皆さん、ありがとう。

Ｂｏｎ Vｏｙａｇｅ！

「 日々精進 」 ３年２組担任 山本 佳季

「 皆さんの輝かしい将来の姿を楽しみに！ 」 ３年３組担任 森永 茂

「 学而不思則罔、思而不学則殆 」 ３年１組担任 白武 小百合

。

さて、高校卒業は人生の節目というだけで、ゴールではありません。これからの人生、初めて経験することばかりだと

思います。自分の力だけでは解決できないようなことも多々でてくるでしょう。最初はつらく感じると思いますが、まずは

自分でそれを乗り越えようと必死に努力してみてください。乗り越えようとしなければ、そこで成長は止まってしまいます。

成長していくことによって、選択肢(チャンス)も増えてくると思います。これから楽しい人生を送れるように、自分で道を

切り開いていってください。

最後に、２組の皆さんには山本家の家訓として伝えていましたが、卒業後も「素直さ」を

忘れず、「謙虚」な姿勢で学び、「感謝」の気持ちを持って行動してほしいと思います。

皆さんの今後の人生が実り多いものとなるように、応援しています。

「 卒業生へ贈る言葉 」 ３年４組担任 古川 昌宏

３年生の皆さん、卒業おめでとうございます。

多久高校で過ごした三年間はどうだったでしょうか。私は本校に赴任したばかりでしたが、

進路決定という大事な学年に関わらせてもらうことになり、皆さんが進路実現に向けて努力し、

成長していく姿を間近で見せていただきました。皆さんが夢に向かって進み、進路を決定することができてとても嬉

しく思います。



　　　　　　　　　　　

　

　　　　３月行事予定

３年１組 ３年２組 ３年３組 ３年４組

秋吉　空色 菅　曄楠 片岡　大樹 岩嵜　蓮華

江口　愛莉 鈴田　魁斗 久保　太輝 植松　愛大

大石　成樺 平　裕志 久保　愛己 佐藤　翼

笠原　崚汰 塚本　万奈 久米　文太 楢崎　愛花

北村　渉 福田　美紅 西山　大翔 原　慎太朗

古賀　詩織 藤木ひなた 濱村　浩司 古川　未来

岳山ひなた 松本　怜大 原田　旺

村井　遥加 山田　理和 藤川　来生

山下　颯士

３年間精勤賞

３年１組 ３年２組 ３年３組 ３年４組

戸川明香里 伊東　歩美 高橋　駿斗 大西　晴也

中島　癒音 江頭　遥菜 渕上　怜音 前川　蒼依

野中　翼 小柳　孝輔 別府　輝昌

萩原　陽斗 高塚　愛脩

山田裕美佳 堤　愛花

𠮷田　真樹

１年間皆勤賞

３年１組 ３年２組 ３年３組 ３年４組

安藤ゆうか 伊東　歩美 浅香　陽斗 石丸　巧

今泉　厚志 三宮　一晟 陣内　柊哉 大西　晴也

戸川明香里 髙塚　愛脩 竹林　空良 香月　悠來

野中　翼 野中　柊人 西山　光 古賀　翔馬

山﨑　彩愛 原田　夏実 馬場　翔斗 小寺　力斗

山下穂乃佳 廣川　賢仁 渕上　怜音 築山　芽生

山田裕美佳 藤木　修大 山﨑　樹里 前川　蒼依

吉川　愛美 山﨑　翔太 松本　陸翔

山田　龍輝

３年間皆勤賞

日 曜 校時補習マナ ３月

1 火 特 ー ー 第２０回卒業証書授与式

2 水 Ｂ ２ 1.2

3 木 Ｂ 1.2 1.2 日赤救急法講習（福祉2年）

4 金 B 1.2 1.2 認知症サポーター養成講習（福祉1年）

5 土

6 日

7 月 B１ 1.2 1.2 午前中授業　入試準備

8 火
高校入試（一般選抜）

在校生は自宅学習

9 水
高校入試（一般選抜）

在校生は自宅学習

10 木
高校入試（一般選抜）

在校生は自宅学習

11 金 B 1.2 1.2 福祉体験授業（福祉1年）

12 土

13 日

14 月 C4 2 1.2
午前中授業

クラスマッチ(論語カルタ）

15 火 B3 1.2 1.2
高校入試合格発表

午前中授業③キャリアパスポート

16 水 合格者登校日　在校生は自宅学習

17 木 Ｂ 1.2 1.2 教科書販売・個人写真撮影

18 金 B 1.2 1.2
①②③マナトレ認定テスト

④⑤⑥授業

19 土

20 日

21 月

22 火 追検査等　在校生は自宅学習

23 水 特 合格者二次発表　スポーツ大会

24 木 特 修了式

25 金 ― ― ―

26 土

27 日

28 月 ― ― ―

29 火 ― ― ―

30 水 ― ― ―

31 木 ― ― ―

臨時休校

臨時休校

臨時休校

臨時休校

臨時休校

３年生各種表彰 ３－１ 戸川明香里

３－３　 濱村　浩司

３－４ 佐藤　翼

３－３　 久保　太輝

３－３　 久保　愛己

３－３　 西山　大翔

３－３　 藤原　祐樹

３－４ 植松　愛大

３－４ 香月　悠來

３－４ 小寺　力斗

３－４ 山田　空良

３－１ 鷹木　琳

３－１ 秋吉　空色

３－１ 円城寺　汰斗

３－１ 大石　成樺

３－１ 北村　渉

３－１ 木村　蓮

３－１ 久保　愛斗

３－１ 古賀　詩織

３－１ 古賀　涼太

３－１ 岳山　ひなた

３－１ 田中　亜実

３－１ 萩原　陽斗

３－１ 曲渕　咲樹

３－１ 山﨑　彩愛

三種目１級合格

学校功労者表彰

全国工業高等学校長協会

ジュニアマイスター

ゴールド

全国商業高等学校長協会

四種目１級合格

ブロンズ

シルバー

総合学科成績優秀者表彰 ３－２ 藤木　修大

専門高校御下賜金

記念優秀卒業生
３－２ 鈴田　魁斗

佐賀県育英会産業教育部門

技術顕彰
３－３ 濱村　浩司

佐賀県高等学校体育連盟

模範競技者賞
３－３ 山﨑　翔太

全国商業高等学校校長協会

卒業生成績優秀者表彰
３－１ 岳山ひなた

全国福祉高等学校長会

理事長賞
３－４ 𠮷原　七海

３－３ 永野　郁也

３－３ 馬場　翔斗

３－１ 戸川明香里

３－１ 山﨑　彩愛

全国高等学校書道

コンクール　　準大賞
３－１ 戸川明香里

三年間多読賞　１位 ３－４ 松尾　綾音

三年間多読賞　２位 ３－１ 岩本あやな

三年間多読賞　３位 ３－２ 平　裕志

成績優秀者表彰

商業系列 ３－１ 岳山ひなた

人文系列 ３－２ 福田　美紅

工業系列 ３－３ 濱村　浩司

福祉系列 ３－４ 𠮷原　七海

各種受賞おめでとうございます

第20回高校生クリエーター

佐賀新聞コンペ　特選二席

佐賀県高等学校臨書大会

奨励賞


