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一隅を照らす人となれ
　増尾城址公園の杜にも新しい命が芽吹き始めた佳き日、ご
卒業おめでとうございます。保護者の皆様にも心よりお祝い
申し上げます。芝浦工業大学柏高等学校での３年間が、お子
さまの成長に少しでもお役に立てたなら、私たち教職員の喜
びもひとしおです。
　さて、皆さんの高校生活は新型コロナウイルスの感染拡大
と時を同じくするものでした。３年前を振り返ると、入学式
やその後の各種行事の中止という苦渋の決断をせざるを得ま
せんでした。小椋佳さんが作詞・作曲した本校の校歌には「柏
の青春　毎日が学ぶ喜び　柏の青春　毎日が生きる喜び」と
ありますが、私たちは皆さんの学びを止めまいと、オンライ
ン同時配信による授業やホームルームの実施など、教職員一
丸で試行錯誤を繰り返す日々でした。
　今年度からは学校行事なども感染対策を施した上で行うこ
とにしました。この間、一度も取り組めなかった宿泊研修を行
うべく、昨年４月には大阪研修旅行を実施し、ユニバーサル
スタジオジャパンやグループ別体験学習などにも出掛けまし
た。生徒の皆さんから「とても楽しかった」という感想を聞
くことができた時は、少しホッとしたことが思い起こされます。
　今年度の卒業生は 308 名です。この１年で３分の１にあた
る約 100 人が校長室に来てくれました。指定校推薦の面談を
したり、進路などの相談に乗ったりしました。皆さん全員と
個別にお話しができなかったことは心残りですが、話をする
中で勉強にクラブ活動に加え、コロナ禍であまり開催できな
かった学校行事にも全力で取り組んでいたことがよく分かり
ました。
　本校が注力している探究学習の成果として高校生国際シン
ポジウムや各種コンテストでの数々の受賞、全国大会まであ
と一歩のところまでいく活躍を見せた部活動もあり、実際の

試合を観戦した時は胸が熱くなりました。困難な中でもでき
ることをコツコツと続け、希望を見失わない姿勢は、クラス
メートや下級生たちにも大きな刺激になったのではないでし
ょうか。
　本校の建学の理念は「創造性の開発と個性の発揮」です。こ
れまで培ってきた力をこれからの人生で生かしていただけれ
ばと思い、皆さんに次の言葉を贈ろうと思います。
　「一燈照隅　万燈照国」
　これは、天台宗の開祖である最澄が 1200 年以上前に説いた
言葉です。一人ひとりが今ある場所で希望の光を照らし、そ
の数が増えて多くの燈となれば、国全体、世界全体を明るく
照らすことができるという意味になりましょう。
　この前半部分の一燈照隅、つまり「一隅を照らす」という
言葉を好んで使ったのがコロナ禍直前の 2019 年 12 月にアフ
ガニスタンで凶弾に倒れた国際ＮＧＯ「ペシャワール会」現
地代表の中村哲医師です。中村医師は度重なる戦乱で荒廃し
たアフガニスタンとパキスタンで人道・復興支援に尽力して
きました。中村医師は「誰もそこへ行かぬから、我々がゆく。
誰もしないから、我々がする」という強い信念を持って、現
地の人々と活動を続けてきました。中村医師亡き後も、その
遺志は受け継がれています。
　まだまだ終息とはいえないコロナ禍、ロシアによるウクラ
イナ侵攻、アフガニスタンやシリアなどでの地域紛争、気候
変動問題など、世界は今、大きな課題を抱えており、それは
私たちの生活にも暗い影を落としています。激動の時代に自分
に何ができるのか、自分はどう生きればいいのかを考え、新
たな一歩を踏み出してほしいと思います。
　ここに集った卒業生全員がそれぞれに、無限に広がる新し
い道を歩まれ、一隅を照らす人として社会で活躍することを
期待し、告辞といたします。
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受 賞 の 喜 び
■賞創立者有元史郎記念賞 ■賞千葉県知事賞 ■賞千葉県私立中学高等学校協会賞

　この度は、高校生活の最後にこのよ
うな素晴らしい賞をいただくことがで
き大変嬉しく思います。中高合わせて
六年間通った芝柏から卒業することに
少し寂しさを覚えつつも、お世話にな
った先生方や友達、支えてくれた家族
には感謝の気持ちでいっぱいです。こ
の六年間で私は芝柏の温かさを多く感
じました。新型コロナウイルスの影響
で行事を制限しなければならない状況
の中、生徒に寄り添って少しでも楽し
い学校生活を送れるように尽力してく
ださった先生方の温かさや、受験の不
安に押し潰されそうな時に芝柏の友人
との会話の中にある温かさに何度も救
われました。これからも人との繋がり
を大切にして、いつか芝柏のように誰
かの心を温められる人になりたいと思
います。

　この度は素晴らしい賞を頂くことが
できて、非常に嬉しく思います。日々、
鍛えてくださった先生方や、支えてく
れた家族、くだらない相談にも耳を傾
けてくれた友人たちに感謝の気持ちを
伝えたいです。
　僕は部活仲間や友人たちと中高生活
を楽しみながらも、やるべき事に関し
ては自分に嘘をつかないように意識し
てきました。部活から帰ると疲れて何
もできない日もありましたが、次の日
には気持ちを切り替えて頑張るように
していました。こうした日々の積み重
ねが最終的には自分の自信に繋がり、
今の自分が挑戦する勇気になっている
ような気がします。これからも小さな
一歩を大切にしながら、夢に向かって
突き進んでいきたいと思います。六年
間、本当にありがとうございました。

感謝
2 組

リゾネート・ウィズ・ユア・ライフ
１組

　“響きを大切に”、この言葉は、高校
入学以来ずっと僕のバストロンボーン
の練習を見ていてくれた田中翼先生が
よくおっしゃっていたものだ。美しい
音楽には必ず響きがついてくる。先生
はそういつも僕にアドバイスをくれた。
　しかしこれは人生にも同じことが言
えるのではないかと思う。音楽と人生
は、どちらも一度きりしか本番がない。
だから、その一瞬の響きのために、奏
者は沢山練習をし、奏でたい音や旋律
を自分のモノにする。そして他の奏者
と関わることで、人生という曲目に対
して新しい表現や解釈が生まれる。そ
のようなことを繰り返して、人生はよ
り響きと輝きを増していく。
　なんだか大げさな表現だが、僕には
そう感じるのだ。出会いと別れ、そし
て旅立ち。色々な場面や感情を経験す
ることで、僕たちはこれからも大人に
なり続けていくのだろう。

　私は４月の大学入学とともに一人暮
しを始めます。初めての一人暮らしに
は不安もありますが、その不安よりも、
今後訪れる未来への楽しみの方が勝っ
ています。これまで一つ一つのステッ
プを踏んで、新たなステージに立つこ
とができるのは、芝柏での経験のおか
げです。これまでお世話になった先生
方と友人たちにここで改めて感謝した
いと思います。ありがとうございまし
た。
　マスクで入学した芝柏をマスクのま
まで卒業します。新たなクラスメイト
との出会いから始まり、多くの友人と
の繋がり、日々の学習習慣は芝柏で得
られた財産です。今思うとただただ早
い３年間でした。
　最後にマスクを外して言いたいです。
「みんなと過ごした日々は、本当に楽
しかったです。ありがとうございまし
た。新しい景色を見に行ってきます。」

巣立ちゆく者たちから巣立ちゆく者たちから巣立ちゆく者たちから巣立ちゆく者たちから
率直な気持ち

３組

雲外蒼天
６組

日々の積み重ねを大切に
６組

温かい場所
6 組

　いよいよ高校卒業を迎えました。私はこ
の学校に６年間通いましたが、中学の３年
間と高校の３年間は時の流れも過ごし方も
全く違いました。しかしどの年もそれぞれ
違った良さがあって、芝柏で中高という大
事な時間を過ごせて良かったと思います。
　高校３年間で１番の思い出は何か？と聞
かれた時、私を含め多くの生徒が大阪の修学
旅行と答えると思います。オーストラリア、
沖縄がコロナによって中止になり、生徒の中
でもう無理なんじゃないかと諦めモードに
入ってる時も、先生方が沢山考えて計画し
てくださって叶った修学旅行は一生の思い
出になりました。私はこの行事があったか
らこそ、受験生として勉強に上手く切り替
え頑張れました。諦めずに頑張ってくださ
った先生方、本当にありがとうございました。
　卒業後は皆別々の道を行くことになりま
すが、芝柏 41 期と経験した楽しいことや成
功したことを糧にどんな困難も乗り越えて
いきます。６年間ありがとうございました。
また成長した姿で会いましょう！

　振り返ると、僕はこの３年間、本当
に友人に恵まれたなと思います。皆さ
んもきっとそう感じているのではない
でしょうか。
　コロナ禍で色々な活動に制限がある
中、楽しく３年間を過ごすことができ
たのは皆さんのおかげです。
　また、このような状況でも「できる
ことを」と、様々なことを企画してく
ださった先生方にも本当に感謝してい
ます。特に球技祭では、クラス一丸と
なって取り組むことの大切さを学ぶこ
とができました。
　思えば高校１年生の時は、高校受験
に失敗し、「芝柏行くの嫌だなぁ」とか、
「中入生怖いなぁ」とか考えていまし
たが、芝柏に来てたくさんの友人や先
生に出会えたことで、様々な経験がで
きました。
　長いようで短かった３年間、人生で
一度きりの高校生活をこの芝柏で過ご
すことができて本当によかったです。
本当にありがとうございました。

　いつの間にか卒業の時期になってい
た！入学時は成績がぱっとしなかった
けど、卒業前に英検２級、数検準１級
に合格しました！成長した自分にブラ
ボー！！みんなもブラボー！！芝柏に
は感謝しかありません！！
　高校生活を振り返ります。高校生活
は黙食、３密回避などで、密な青春を
送ることができませんでした。「青春
って、すごく密なので」甲子園で優勝
した仙台育英の須江監督の言葉です。
しかし、このコロナ禍でも行事や研修
旅行ができないかと、あれこれ考えて
最終的に実施してくれました。思い出
を残す機会を作ってくださりありがと
うございます。また、教室での友達と
の会話なども楽しい思い出です。
　最後に先生、同級生、家族、先輩後輩、
そして私を支えてくださった全ての皆
様、本当にありがとうございました！
この先、社会に出ても活躍できるよう
に頑張ります！見守っていて下さい！

　中学・高校と人生の３分の１を過ご
してきた芝柏とも今日でお別れです。
中学卒業式ではコロナ禍ということも
あり、思うような卒業式を迎えること
ができなかったため、高校卒業式をこ
のような素晴らしい形で迎えられてと
ても嬉しく感じています。41 期生に
とって高校での３年間の生活はイレギ
ュラーで満ち溢れていました。部活の
禁止、合唱祭の中止、文化祭のオンラ
イン開催、研修旅行の延期など様々な
面で新型コロナウイルスに翻弄されま
した。しかし、そんな逆境の中でも私
たち 41 期の生徒一人一人が日々逆境
をどう乗り越えるかを考え続け、それ
を先生方が支え続けてくれたおかげで
この高校３年間を毎日が喜びに満ちた
だけでなく、真に創造性の開発と個性
の発揮を各々が体現することができた
と思います。
　最後にこの六年間素晴らしい仲間・
先生と芝柏で出会えたことを心から誇
りに思います。

　この度はこのような素晴らしい賞を
頂き大変光栄に思うとともに、日常生
活で私を支えてくれた家族、友達、先
生方、その他多くの人々に感謝します。
外的環境に恵まれたからこそ今の自分
があるとは思いつつも、それは単なる
この世界の物理運動の一帰結、すなわ
ち運でしかないと思うことがある。と
はいえ、その無機質な運の中に自分の
未熟さ等、主体性によって解決できる
はずのものがあり、それは進行形の自
分になぜか備わる思考機能に必要十分
的に起因している。「社会や誰かのた
め」という環境へのはたらきかけでな
く、その環境をどう知覚し何を起こし
思考するかという「自分のため」に生
きていきたい。６年間を芝柏で過ごせ
て幸せでした。本当にありがとうござ
いました。

環境への感謝と思い　
６組

旅立ち
４組

感謝
５組

　コロナによって行動を制限されてき
た私たちにとって、学校行事などの「当
たり前」を実現することがいかに難し
いのか思い知らされたことが多かった
と思います。このような状況の中でも、
高校生活の思い出のために修学旅行や
文化祭のプランを練り直して下さった
先生方には感謝してもしきれません。
また、思い描いていた高校生活とは違
っていても、与えられた機会を最大限
に楽しみ、盛り上げてくれた 41 期の
皆さんにも感謝を伝えたいです。
　「困難を予期するな。決して起こら
ないかも知れぬことに心を悩ますな。
常に心に太陽を持て。」

―ベンジャミン・フランクリン
　この先、新たな困難に直面すること
があっても高校生活を通して得た「ど
んな状況でも最大限楽しむ力」を発揮
し、41 期の仲間たちが新たな社会を
想像・創造していくことを願っていま
す。

常に心に太陽を持て。
７組

　私たち高校 41 期生はとても幸せ者
です。
　世間一般的にみると高校生活、コロ
ナ禍によって、中学の時には当たり前
だった事がそうではなくなり、可哀想
だと思われるかもしれません。しかし、
毎日友達と会えること、一生懸命部活
をできること、そんな当たり前の幸せ
に気づくことができました。
　また、制限はあったものの文化祭や
球技大会、修学旅行も行うことができ
ました。中でも、私たち生徒がコロナ
禍でも最大限楽しめる修学旅行になる
ようにたくさん調整してくださった先
生には感謝しきれません。
　最後に、三宅先生、村松先生をはじ
めとする支えてくださった先生方、北
村先生や松本照子先生など陰ながら支
えてくださった先生方や先輩後輩そし
て、41 期生の友達本当にありがとう
ございました。そして、６年間芝柏に
通わせてくれて、素敵な人たちに出会
わせてくれたお父さんお母さんもあり
がとう。
　私は幸せ者です。

『幸せ者』
8 組
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教頭
　ご卒業おめでとうございます。
　新型コロナウイルスのために制約が
多く、想像通りの高校生活を送れず、
「青春」ではなく「冬の時代」と感じ
た人もいるでしょうが、「冬」はかな
らず「春」になります。その時に「青
春」を謳歌してください。
　最後に、皆さんに将棋の羽生善治さ
んの言葉を贈ります。羽生さんは、「勝
負の上で大切なこと」としていますが、
「勝負の上」を「人生」と読み替えて
理解するとよいでしょう。
　恐れないこと。
　客観的な視点を持つこと。
　相手の立場を考えること。

２組担任
　ご卒業おめでとうございます。これ
からは自分で選択する機会が多くなり、
自分のやる気次第でいくらでもチャン
スを手に入れることができます。つま
り将来は自分自身で切り開くことにな
ります。周囲や時代のせいにせず、自
分の可能性を少しでも広げる努力をし
てください。寿命は限られています。
人生を豊かにするか貧しくするかは全
て自分次第です。たとえ今が苦しくて
も、将来につながると考えれば乗り越
えられるはずです。色々なことにチャ
レンジして、豊かな人生を送ってくだ
さい。41 期生に幸あれ。

学年主任　１組副担任
　朝、目が覚めると行く場所があり、
行けばそこにいつもの人達がいる。あ
たりまえの日常の中に幸福はあるのだ
と別れの時は教えてくれます。新たな
場所で新たな幸福を見つけてください。
　思う存分高校生活を送らせてあげら
れず、ごめんなさい。不遇の時を乗り
越えてきた皆さんだからこそ、将来、
人の痛みが分かり、社会を支えられる
人になること、そしてこの三年間の分
まで充実した人生になることを祈って
います。私自身はこの三年間の無念さ
を胸に、また新たな生徒たちと向き合
っていきたいと思っています。
　誠実に、ひたむきに。色々ありがと
う。お元気で。

３組担任
　小学校の時、こんな合唱曲に出会っ
た記憶がある。
　この大空に翼をひろげ飛んで行きたいよ
　　悲しみのない自由な空へ
　　　翼はためかせ行きたい
出典：「翼をください」
作詞：山上路夫、作曲・編曲：村井邦彦
　みなさんがこれから飛び出そうとす
る大空は、私の経験的につらいことや
悲しいことに溢れ、自分が意図しない
出来事だらけだと思います。その大空
をただ漠然と願い与えられただけの翼
で飛翔することは難しい。今後の人生
経験から自ら翼を生やし、立派な羽根
を蓄えてください。卒業後に紆余曲折
したあなたの人生を伺えることを楽し
みにしてます。健闘を祈る。１組担任

　芝柏での高校生活は皆さんにとって
どのようなものになったでしょうか。
芝柏で高校生活を送った意味が見えて
くるのは、時が経って自分自身を振り
返ったときだと思います。今は、卒業
の喜びと共に思い描いた形でまっすぐ
輝かしい将来に向けて歩いていってく
ださい。この先の人生で苦しいとき、
辛いときがあれば是非高校でのことを
思い出してみましょう。きっと、自分
の進むべき道のヒントが隠れているは
ずです。私もこの先、苦しいときがあ
ったら、41 期でのことを振り返ろう
と思います。卒業おめでとう！

４組担任
　ご卒業おめでとうございます。芝柏
で積み上げた知識と経験を活かして、
これからもそれぞれの場所で大いに活
躍してください。高校時代に経験でき
なかった海外留学は、大学生になった
らぜひ経験してくださいね。色々な国
を訪れ、色々な人と対話をして、グロ
ーバルな視野を身につけてください。
何事もポジティブに考え、アクティブ
に行動し、クリエイティブに生きてく
ださい。芝柏 41 期生のみなさんの活
躍によって、世界が平和になることを
願っています。Bon Voyage!

５組担任
　皆さんと過ごした時間はかけがえの
ないものとなりました。ありがとう。
　ともに学んだこの仲間との繋がりを
ずっと大切に。新たな出会いを大切に。
　最後に、ある有名な数学者の言葉を
はなむけに。
　「自分の関心に基づいて取り組む問
題を選択することが重要だということ
です。
　どんなに難解な問題も、やってみな
い限りは絶対に解けません。
　自分にとって最も重要な問題に常に
挑戦してください。」
　あなたが人生をかけて取り組みたい
問題を見つけ、挑戦し続けてください。
　この先の人生での活躍を心より願っ
ております。

６組担任
　舟木一夫は『高校三年生』で次のよ
うに歌い上げる。
　赤い夕陽が　校舎をそめて
　ニレの木陰に　弾む声
　ああ　高校三年生
　ぼくら　離れ離れに　なろうとも
　クラス仲間は　いつまでも

作詞：丘灯至夫　作曲：遠藤実
『高校三年生』

　校舎をそめる夕焼けも、賑やかな声
の響く楡の並木も、令和の卒業を彩る
風景とはなりえない。そして、「卒業」
すらも、現実のものとして感じられな
いのかもしれない。それでも我々は「卒
業」するのだろうか。

７組担任
　41 期のみなさん、高校３年間はど
んな時間でしたか？一見短く見えるか
もしれませんが、実は長く感じられる
のではないでしょうか？その内の２年
間みなさんと共に過ごせて幸せでした。
有難うございます。
　さて、３年７組のみなさん、あなた
方は私が担任として高校から送りだす
初めての 36 人です。だからこそ、み
なさんと迎えるこの卒業式は私にとっ
て掛け替えのない１日です。そんな
１日を私に与えてくれたみなさん一
人ひとりに感謝しかありません。20
年、30 年後にも、思い出されるような、
そんな１日にしてほしいと思います。

６・７組副担任
　人生ちょっと立ち止まってしまった
時、何かにつまずいた時、そこから得
られる学びは大きい。だから失敗など
恐れず果敢に挑戦し、学び続けてほし
いと思います。その経験はきっとあな
たを豊かにしてくれます。コロナで制
約だらけだった高校生活を取り返すぐ
らい、これからたくさんの経験を積ん
で、自分の世界を広げていってくださ
いね。
　今後のご活躍を祈っています。

２年次副担任
　卒業おめでとうございます。学年団
や授業担当として、41 期の皆さんと
関わることが出来て幸せでした。素直
で個性的な人が多い 41 期の皆さんが、
これから出会う沢山の人の価値観に触
れ、より一層個性が磨かれて、素敵な
大人になることを心から願っています。
　皆さんの今後の活躍を応援していま
す。

２年次副担任
　日々の生活の中で、私たちの行動は
消費行動と生産行動の二つに分類で
きると思います。例えば、前者は娯
楽、後者は人の役に立つことが当ては
まります。趣味は両方に当てはまる場
合があります。前者は気分転換になり
ますが、後者の方が社会で評価されま
す。あなたの行動はどちらに帰属しま
すか？

１年次副担任
　卒業おめでとうございます。どの様
な３年間でしたか？私は最近益々、学
習の大切さを感じています。自分のた
めの学習は多分、皆が思っている以上
に面白いものです。探究学習はそんな
入口を誘っています。私は常に美術と
共に生きていく人生を選びました。皆
さんもここからが真のスタートです。

８組担任
　苦しい時には前を向こう。苦しい時
こそ上り坂にいます。めげずに上り続
けてください。うまくいっているとき
には気を引き締めよう。そこは下り坂
なのかもしれません。地に足をしっか
りとつけて、進むべき方向を再確認し
てください。
　これからの人生、幾多の困難が待ち
受けているかもしれません。苦しみを
乗り越えてこそ喜びに包まれます。失
敗を恐れずに。挑戦することを忘れず
に。真摯に取り組んだ努力は無駄には
なりません。君たちを裏切ることはな
いでしょう。必ずや君たちの味方にな
ってくれるはずです。止まない雨はな
いのです。
　君たちの未来に幸せという名の虹が
かかりますように。

２・４組副担任
　41 期の皆さん卒業おめでとうござ
います。中入生は５年、高入生は３
年間授業やHRなど関わってきました。
自分としては、41 期の生徒は非常に
いい生徒が多くストレスなく血圧も上
がらず過ごせたと思います。さて、こ
れから君たちは高校を卒業して大人の
仲間入りしていく訳ですが、大人にな
ることは、自由な事が増える反面、責
任も重くなることを覚えておいてくだ
さい。君たちのこれからの人生が楽し
く過ごせることを祈ります。

３・８組副担任
　卒業おめでとうございます。受験勉
強という振り分けゲームの中にいると、
ともすれば狭い視野になります。これ
からはラディカルにものを視て、沸沸
と探求心につきうごかされ、大いに学
んでいきましょう。

５組副担任
　41 期生のみなさん、卒業おめでとう
ございます。これまでみなさんを支えて
くれた全ての方への感謝を忘れず、高
校卒業という大きな区切りを迎えた慶
びを噛みしめてください。これからも、
出会いを大切にし、たくさんのことを
学び、変化を恐れることなく自分の世
界を広げていってください。いつか素
敵な大人に成長したみなさんの姿と再
会できることを楽しみにしています。

保  護  者  か  ら保  護  者  か  ら保  護  者  か  ら
「感謝とエール」

41 期生学年副代表
　コロナ禍から３年。まだまだ制約
の残る中、先生方、学年幹事、本部
や会員の皆様からのお力をいただき、
PTA活動を行うことができました。
本当にありがとうございました。
　高校生活においては、１・２年時に
開催できなかった保護者懇親会を昨
年 10 月に初めて開催することができ、
短い時間ではありましたが、保護者間、
担任の先生とのコミュニケーションを
図る貴重な時間となりました。
　１日も早く、コロナ以前の PTA活
動、学校行事が再開することを心より
お祈り申し上げます。


