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同朋生が創り上げる
感動の卒業式
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年は卒業生・保護者・在校生・教員、全員が参加する同朋高校の卒業式に、2020年度は在校生は参加しなかった。
合唱が歌われることもなかった。けれど、いないけど、いた。なかったけど、あった。体育館に入場する卒業生を、

各クラス、各クラブのメッセージ旗が迎え、在校生の代表者が卒業生に伝えたメッセージからは、在校生の存在が強く感じ
られた。卒業生からは、その場にいないはずの在校生に向けて、まるでその場に在校生がいるかのように、熱く、熱く、思いが
語られた。クラスごとに録画した合唱に合わせて、卒業生は渾身の手話を披露した。声は出していなかったが、体育館中に
響く歌声が、確かに聞こえた。

毎

入学式

始業式、3年実力考査

1、2、3年生実力考査、3年進路ガイダンス

EP（英）説明会　2年MP説明会

EP（美）説明会　1年MP説明会

3年医療・看護系ガイダンス

クラブ総会

Schedule［行事予定］
6日 火
7日 水
8日 木
12日 月
13日 火
14日 水
16日 金

4
月

3年上山研修

1、２年校外研修、3年キャリア教育

家庭学習日

PTA常任委員会

PTA総会、地域懇地区別会議

3年保護者進路ガイダンス

学級懇親会、音楽科保護者会

中間考査（～5/20）

音楽科実技三者懇（～5/21）

20日 火
22日 木
23日 金
24日 土

  8日 土

17日 月

4
月

5
月

体育大会

ウエサカ祭

PTA常任委員会

創立記念日

就職三者懇（～6/18）

3年音楽科期末考査（～6/24）

期末考査（～7/1）

地域懇談会

地域懇談会

27日 木
28日 金
  5日 土
13日 日
14日 月
22日 火
25日 金
26日 土
27日 日

6
月

5
月

※撮影の為、マスクを外している写真もあります。

同朋高等学校長 滝 敏行

■女子蹴球部
2020年度愛知県高等学校女子サッカーXFリーグ1部
準優勝

Club&Award News
生徒の活躍（～3月4日まで）

第8回いじめ・自殺防止コンテスト　ゆるキャラ部門
最優秀賞　貝沼　瞳（210）

　同朋高校の皆さん、新年度を迎え、いかかがお過ごしですか。私は2020年度3月を以って退職を致しました。教員生
活は、同朋高校以前に3年ほど非常勤講師を務め、同朋高校に勤務して27年余りと合わせて30年程を高校の美術教
師として勤めました。
　同朋では、2年生、3年生の美術の授業及び、1年～3年の美術EPで生徒の皆さんと接してきました。長かったようであ
り、短かったようでもあり、過ぎてしまえば、その時々の生徒の事が思い浮かびます。2月に最後の卒業生を送り出しました
が、私自身も退職ということもあり、HRクラスでは「一緒に卒業だから・・・」という事を時折話し、卒業式を迎えました。
　これまでに卒業生を7回送り出しましたが、卒業後も彼らはしっかり歩んでいるのかどうかという事が気にかかります。
皆さんにとって、この3年間は、人生の岐路となる大切な時期です。幅広く学んだことや、クラブや自主活動で多くの仲間と
目標に向け取り組んだこと全てが、自分自身の将来への備えとなり、そうした行動を通して成長していくことこそが、多くの仲
間と学校に通う最大の意味があるのです。一言で言えば、将来に向けて“社会性を備えた人間力を学ぶこと”でしょうか。

　在校生の皆さんに最もお伝えしたいことは、この3年間の高校生生活で、自分自身にとって、何のために、何を学び、何を身に付け、どう生かしてい
くのか、ということです。次へのステップとしての大切な3年間です。将来を見据え、目標を探し、大いに悩み、大いに学び、力を身に付け、卒業後の豊
かな人生の為に備えてください。皆さんの実りある高校生生活を期待して、お別れの挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。

退職・離任のご挨拶

　朝、市バスに乗るとき、「お願いします」、市バスから降りるとき、「ありがとうございました」と声かけする生徒
　廊下ですれ違うとき、「こんにちは」と挨拶する生徒
　学校公開日や説明会で、テキパキと準備の手伝いをする生徒。参加した中学生に笑顔で声かけする生徒
　学校行事において、全力で一致団結して取り組む生徒
　学校の周りに落ちているゴミを拾い集める生徒
　仲間と共に、自分を鼓舞しながら練習に励む生徒
　練習で怪我をした仲間の分まで勉強をサポートする生徒
　夢の実現のために努力を続ける生徒
　どの場面でも、皆さん一人ひとりの姿に、同朋高校の素晴らしさを感じることができ、とてもうれしく５年間を過ごす
ことができました。これからも、先生方のご指導の下、もっともっと、他校の高校生が羨ましくなるくらいの、素晴らしい

同朋高校を創り上げていってください。
　また、２年商業科の皆さん、通常の授業の他に、検定や資格試験での頑張りは見事でした。今日の同朋高校商業科の素晴らしさは、皆さんが築き
上げてきたと言っても過言ではないと思います。これからは、最上級生として、後輩の見本となるよう、先生方と共に、より素晴らしい商業科にして
いってください。
　最後に、皆さんは、無限の可能性を秘めた原石です。この同朋高校で、自分自身を磨き輝きを増していってください。君たちならできる。先生は
そう信じています。
　それでは、皆さん、ありがとう。そして、さようなら。

Thank you, Doho High School

榎木 哲郎

善利 信彦
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　期待と不安を胸に僕たちは同朋高校に入学した。　
　新しい制服。電車に乗って通学。いつもと違う景色にワクワクする！
　「私の名前が窓に貼ってある！１組だって！」
　「担任の先生こんな人なのかー厳しそう…」
　「あ！あの子入試の時に隣の席だった子じゃん！」
　友達出来るかなあ。クラスに馴染めるかなあ。
　公立に落ちた僕。同朋高校には行きたくなかった。
　これからどんな生活が待っているんだろう…
　不安を抱えたまま私たちは…

　数学と英語の基礎を固めるための強化合宿！行きのバスはみんな緊張して
いて静かだった。
　そんな中流れ続ける校歌。
　「誰かすごい上手じゃない⁉」
　「え？？だれだれ？？」
　「俺、めっちゃ上手いよ！」
　あの子が一人で歌い始めた。最後にはみんなで大合唱‼
　「基礎検落ちたら愛情部屋ってのがあるらしいよ」
　「何それ？？絶対行きたくないとこじゃん！」
　僕はそこに入りたくないから必死に勉強した。
　逆に私はそこに行くことに…。脱愛情部屋を目指して必死に勉強。隣にいた
君と、いつの間にか仲良くなっていた。
　フレマン最後はドッジボール大会
　クラスの男子が出るから、とりあえずコートの横で応援。
　「えっ！あの子すごい！」
　「みんな頑張れ！」
　クラスの絆が生まれた気がする。やっとスタート地点に立てた！

 

　初めての模擬店！
　「何から準備すればいいの？」
　「とりあえず何売るか決めよう！」
　時間が少ない中みんなで準備。
　あの子とあんまり喋ったことないのに一緒に買い出し行くの不安だなあ。
　「当日の行き方わかんないんだよね～」
　「私と電車で一緒に行こうよ！」
　この子、頼りになるなあ。
　「焼きそばの豚肉が足りなくなっちゃった…」
　「肉の代わりにフランクフルト切って入れちゃえー！」
　予想外のハプニング。でも、クラスで協力して乗り越えることができた。不安
だったけど大成功！

　フレマンで少し話したあの子。今日までなかなか話せなかったけど、新歓の
おかげで話すきっかけに！クラス全員の子の名前を覚えることができた！もっと
もっと他の子とも仲良くなっていきたいなあ。

　初めてクラ連が企画した学年レク！
　「目的ばっか考えて全然競技決まんないじゃん！」
　「今日何時までやるの？」
　一緒に作業していた子が、だんだんイライラしてきてピリついた雰囲気に。
　本番前日！終わってない作業を大量に発見！夜遅くまで作業を進めることに。
みんなで必死に頑張って、無事に明日が迎えられそう。
　みんなのことを知るための、有志企画。オタ芸で飛んでくるペンライト。体育
館に響く歌声。
　暑い中みんなで作ったパネルアート
　「ずっとパネル上げてて腕が痛い！」
　「僕たち何やってるんだろう…。」
　あとで聞いた。僕たちは親鸞聖人を作っていたらしい。
　一同　「へー。」
　自分達でレクを回すことの大変さ。でも自分たちで考えた企画がみんなの絆
を深めるきっかけになったことが嬉しくてたまらなかった。学科を超えて友達の
輪が広がった。

 
　「やったー！また同じクラスだね！」
　「私だけ違うクラスだ…」
　「どうしよう…知っている子が全然いない…」
　放課中は友達のクラスに入り浸る毎日。今年は修学旅行あるのに…私は、
クラスの雰囲気に戸惑い学校に行く足取りが重かった。

　あの子と話していると自分の話ばかり。他の子には本音を言ってるのに、私
には言ってくれない…。でも、自分の気持ちを言うと離れていってしまうかもしれ
ない。そう思っていたら、自然と距離ができてしまった。どうしたらいいんだろう。
　このままじゃいけないと思っていた。だけど周りの助けがあって、自分の気持ち
を伝えることができた。そしたらあの子が手紙を書いてきてくれた。面と向かって
言えないけど、向き合おうとしてくれたことが嬉しかった。
　そこで気付いた。色々な人の考え方を知って自分の考え方を見つめ直すこ
との大切さを。人はそれぞれ育ってきた環境が違う。だから、考え方も人それ
ぞれ。視野を広げて向き合ってみることに気付けた。
　私も気付いた。はじめは、嫌いな人がいたけど、その人の性格、好きな事を
知って今では「嫌い」から、「好き」という言葉に変わった。
　友達って一生もんだから、前よりも増して大切にしたいと思うようになった。
　普通に過ごしていたら人の言いなりになっていた。だけどそれはつまらない！自
分の意思を持つようにしよう。そしたら世界が一気に広がった！誰かの考えること
が絶対じゃない、自分で考えて行動することの方がよっぽど大切だってわかった。
　衝突もあったけど、大切なことに気づけて、修学旅行に行くのが楽しみに
なった。

　初めての飛行機。急にスピードがあがって離陸時はちょっとしたパニック。

　沖縄に到着。１２月なのにあったかい！
　「僕、ずっと沖縄に住んでいたいー」
　一日目は平和学習。
　事前に沖縄戦のことを沢山勉強してきた。映像を見たり、資料を読んだりし
た。だけど私たちには遠くのことに感じて、全然ピンとこなかった。
　暗くて狭いガマ。本当に暗くてこの中で生活することがとても想像できなかった。
　頭上を通る飛行機の音。ガイドさんの声も聞こえないくらい大きな音。米軍
基地と隣り合わせの生活。身近にある恐怖を肌で感じた。
　おじい、おばあが怖い人だったらどうしよう…知らない人の家で一泊なんて…
　フェリーで伊江島に到着した時にあった「おかえりなさい」の横断幕。
　「こんなに歓迎されるもんなんだ～」
　お世話になるおじい。うちのおじいちゃんと似ててなんだか安心。
　おばあが作ってくれた沖縄料理！おじいが連れてってくれた夜のドライブ‼
　夜、おばあを囲んで将来の夢を語り合った。おばあの優しさが私たちを素直
にしてくれたんだ。おばあが応援してくれて、絶対に叶えよう、そう思えた。
　伊江島を発つとき、「いってらっしゃい」と見送ってくれたおじい、おばあ。
いつの間にか本当の家族のようになっていた。いつかまた「ただいま」って
戻ってくる時まで、元気でいてね。
　「私たち音楽科は６泊８日で音楽の都　ウィーン！」
　カラフルな街並み！私たち、本当にオーストリアに来たんだ。
　人気の朝ごはんの争奪戦！だけど、クロワッサンがもうない！
　「私、食べたかったな…」そう思っていたら友達がフランス語で、もうないの？
と聞いてくれた。すると、奥からクロワッサンが次 と々運ばれてきた！
　外はサクサクでバターの香りがたまらない美味しさだったな
　「やっと、着いた収容所。」
　「壮大すぎて言葉が出ない。」
　中に入って、この場所で起きた悲劇を知ることになった。大人の服を分け合っ
て作られた赤ちゃんの服。収容されていた人の知識や技術で作られたラジオ。
封が開けられた毒ガス缶。どれも当時を感じさせる生 し々いものばかりでぞっとした。
　銃を向けられているユダヤ人の写真。この後起こることを想像すると見てい
られない…こんなに綺麗な場所で、悲惨なことがあったなんて…信じられな
い、信じたくない‼
　『ドナ・ノービス・パーチュム／われらに平和を与えたまえ』教会で歌ったこの
歌が誰かに届いていることを願っています。
　平和な生活が当たり前じゃない。ありふれた日常は当たり前じゃない。高校生
活もあと少し。みんなと楽しめる時間を大切にしようという気持ちに変わった。

　「明日から休校になります。」
　「いえーい！」
　「このクラスも今日で最後になります。」
　「え！まじ？？じゃあ写真撮らなきゃ！」
　学校が明日からないって実感が湧かない。いつも通り下校した。
　「春休み長くなったね～」
　「テストないのかぁ…勉強したのに…」
　「分散登校？？チームスもよく分かんない…」
　「高校生活最後なのに…」
　「残りの学校生活どうなるの⁉」
　「検温送信したか？そこ、マスクしろー」
　「はぁーい」

　「制服きつくなった気がする…」
　「友達との喋りかたも忘れた」
　「字も思うように書けない！」
　午前のとき午後の友達とちょっと会えるのが嬉しかった。机の中に、午前組
の友達からのメッセージ！眠たいと思うけどがんばってだって！
　「やったー！ついに一斉登校！」
　分散登校では新しい友達もできて、少ない人数の授業にも慣れてきた。でも
やっぱり、教室に空席があるのは、どこか寂しくて。一斉登校が決まったときは、
やっとクラス全員揃う！ってワクワクした。
　だけど…一斉登校が始まって、最初に思ったのは…
　「教室ってこんな狭かった？！」
　「みんな集まるとうるさーーい」
　「なんか先生のテンションも高くない？！」
　少人数に慣れすぎて、全員いるのが逆に違和感…間違えて分散登校の時の
席に座っちゃった（笑）また慣れるまで時間がかかりそうだな…

　「文化祭、体育大会が同時開催⁉」
　「応援ダンス、全学年で３０人ってどうゆうこと？」
　「えっ！みんなで出たい！」
　こんなにもやる気があるのに。
　自分達になにか出来ることはないのかな…
　みんなの声を受けて、私たちは立ち上がった！先生達にこれまでの経緯を聞
いて、話し合うことに。
　そして知った。先生達が私たちの行事を守るために戦ってくれていたことを。
　そこで気付いた。行事は３年生だけのものじゃない！後輩に同朋の伝統をつ
ないでいくのが私たちの使命だということを！
　僕は思い出した。団長をやる先輩のかっこいい姿を。後輩にもそんな姿を目
に焼き付けてほしい！同朋の伝統をつないでいくために。
　私は応援ダンスのメンバーになれなかった。みんな思いは一緒で、応援ダン
スに参加したい子はたくさんいる…後輩よりも３年生全員出してよ…
　仲が良い友達とも言い合いになって、イイことなし。でも、みんなが練習して
いる姿、頑張っている姿を見て何か力になれるかなって思った。
　「あのさ！衣装作り手伝うよ！」
　「ほんと？！ありがとう‼」
　いつもの君のキラキラスマイル‼やっぱり、みんなの笑顔が一番だな‼本
番に向けてサポートしたい！そう思えた。
　動画を撮って早めに後輩にもダンスを覚えてもらおう‼コロナで学校が使え
ない日は…公園に集合‼ひたすら練習！
　授業中も頭の中でダンスの曲が無限ループ。早く放課後になれ‼工夫して
いけば、どんな状況でも楽しくやれることに気付いた！
　今まで沢山準備してきた応援合戦。ダンスに参加できない子の分まで精一
杯やらなきゃ。
　「お前らいくぞー‼」
　「おー！！！」
　みんなで作ったおそろいのメガホンを使って応援合戦の後押し。ダンスを
踊っている子たちに届くように、声が枯れるまで叫んだ。
　「絶対優勝！黄色群団！」
　この声が届きますように！全員で踊れなくても、群団全員で作り出す一体感。
どんな形でも、私たちは一つになれるんだ！

卒業式
本校の卒業式は、卒業証書授与式に続き、
卒業生による合唱構成詩が披露されます。
今年度は、3年間の成長を振り返り、
支えてくれた方々への感謝の想いを
素直に言葉に表し、伝えました。

2020年度

二年はじまり

学年レク

気付き

コロナ

体育大会

修学旅行

新歓フェス

フレッシュマン合宿

入学式

合　唱
構成詩 「変わら

ないもの」
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　最後の文化祭絶対にアカデミーを取りたい！
　「オレ！舞台監督やるよ！」
　「はい！私主役やります。」
　役者決めのオーディション。私は落ちて裏方に…悔しい！でも！　
　「主役、頑張れ！」
　「ありがとう！頑張る！」応援の言葉に泣きそう。
　配役が決まってからは、目標に向かって、みんなの気持ちがまとまった気がした。
　「表に出る子たちは、やりがいがあってイイよね…」
　裏方って何から始めればいいんだ？？音響を任されたけど、やる気が出ない…
　何気なく用意した音源を聞いてもらった。
　「音さ。こうしてみようかなって思うんだけど…」
　「めっちゃいい‼音があるとテンション上がる‼」
　思いがけない言葉。心がムズムズして言葉に表せないくらい嬉しい…‼もっ
と工夫していこう！
　最後だから、みんなに嫌な思いはさせたくない…楽しみながら進めていこう‼
　「無理して来なくていい‼残れるときにみんなでやろう！」最初、僕はみんな
にこう、声をかけた。
　「これやってみない？」
　「楽しそうじゃん⁇やってみよう！」
　もっと！もっと！このクラスなら面白くなる‼でもそのためには…
　「ごめん！やっぱり土日もやらない？？」
　最初にあんなこと言ったし、みんな嫌がるかも…
　「やるしかないよ‼」
　「そうだな！あと少し‼」
　気付かなかった。僕だけじゃない…みんな本気になってたんだ‼みんなの気
持ちがひとつに！すごく嬉しかった！
　「ここまだ音楽流さないってば‼」
　「今日本番なのに本当に大丈夫なの⁉」
　重たい空気がクラスを包んだ。
　本番１０分前。「さっきはキツイこと言ってごめん。音響よろしく！」
　「こっちこそごめん。一緒に頑張ろうね！」本番に向けての不安が、緊張と自
信に変わった。
　本番はあっという間に過ぎた。やりきれたという達成感と、文化祭が終わっ
てしまったという喪失感で涙が止まらなくなった。
　地味だと思っていた裏方。でも、舞台に立つ子たちを輝かせるためには必要
なんだな。やってきて良かった！
　限られた環境の中で、今自分たちのできる全力を出して楽しむことができた‼
やればできるという自信とともに、やらせてもらったことへの感謝が生まれた。

　音楽科の重要行事、演奏会と公開実技試験！
　先輩たちの舞台を見て、自分もあんな演奏が出来るようになりたいと思っ
た。舞台で表現することは難しいけど私自身を成長させてくれた大切なもの。
　本番前、緊張している私にクラスのみんな、先生方が暖かい言葉をかけてく
れた。そのおかげで楽しみながらステージに立つことができました。
　舞台に立てるのは自分の力だけでなく、周りのみんなの支えがあるからだと
気付けたよ。３年間ありがとう。

　僕はこの学校で１番厳しいと思う部活に入部して、毎日練習。先生の指導は
とても厳しく、辞めたいときは山ほどあった。
　マネージャーに憧れて入部した。だけど、待っていたのは暑い夏、寒い冬、や
る気のない部員。マネージャーの仕事って何なんだろう。何をしたら力になれる
んだろう。
　結果を残すためだけに毎日練習していた。だけど、成果が出ない。それなの
に、みんなが楽しそうに部活をしている姿にイライラする。どうしたら気持ちが
一緒になるんだろう。部活行きたくないなぁ…
　先輩に負けるのは当たり前だと思ってすぐに諦めていた。だけど、自分が先
輩になる立場になり、後輩に負けたくないと自分を奮い立たせた。高め合える
仲間がいてくれたから僕は強くなれたんだ。
　試合で輝く部員の姿を見て、マネージャーをやっていてよかったと思った。引退
するとき、部員が泣いていたのを見て、やってきたことが報われたと嬉しかった。
　今までは結果を残すためだけにやっていたけど、それ以上に大切なことに気
付けた。それは、仲間が一人も欠けてはいけないこと。
　大事なことは、たとえ相手が先輩や後輩でも、勇気をもって正直な自分の気
持ちをぶつけることだ。

　部活に行くと笑顔で声をかけてくれる先輩はたくさんのアドバイスをしてくれ
ました。トラブルが起きた時すぐに動いて的確な判断をしている姿、かっこよ
かったです。
　試合中に失敗して自分を責めている私に「きりかえていこ！」と声をかけてく
れました。先輩のようにみんなが落ち込んでいる時、そっと背中を押してあげら
れる人を目指したいです。
　最後の体育大会では、今まで関わりのなかった私たちに大きな声で応援し
てくれました。
　群団は違ってもお互いをたたえあっている姿を見て、先輩方の強い絆を感じ
ました。
　普段、他愛ない話でみんなを楽しませてくれていた先輩は、練習が始まると
話しかけるのをためらうほど集中し、遅くまで残って努力していました。
　私もたくさん努力できる人になりたいです。
　先生からの指示にうまく応えられず困っていた私に、美しい音色で三本を示
してくれました。
　さまざまな場面で前へと導いてくれた先輩方がいてくれたおかげで舞台を
楽しむことができました。
　２年間ありがとうございました。

　１年生、
　同朋高校を選んでくれてありがとう。第一志望で入った子もいると思うし、そ
うじゃなかった子もいると思う。今年はコロナの影響でフレマンは無かったし体
育大会も文化祭も例年通りにはいかなかった。お昼ごはんも前を向いて食べる
とか…みんなが描いていた高校生活とは違ったかもしれない。だけど、形を変
えてもやれたことの方が多いはず！全てのことにおいて諦めずにどうやったらで
きるのかを考えて見て！
　２年生、
　２年間過ごしてきていろいろ感じていることがあると思う。今までの同朋とコ
ロナで変化した同朋どちらも知っている学年です。でも今まで築き上げてきた

同朋の伝統は変わることは無い。自分たちらしさと同朋の伝統を融合して未
来に続く同朋を作っていってね！
　そして今、しんどいなぁ、苦しいなぁと思っている子は、顔を上げてみてほし
い。逆に今、同朋最高！めっちゃ楽しい！って思っている子は、周りをぐるっと見
渡してほしい。
　もし、自分と合わない！って思っている子でも、話してみたらこれからの高校
生活を一緒に楽しめる仲間になるかもしれない。
　きっと最後にはみんな同朋に入ってよかったって心の底から思えるようにな
るよ！

　友へ。
　苦しい時も、悲しい時も、嬉しい時も、泣きたい時もずっと一緒だったみんな
はかけがえのない存在だよ。
　大怪我をして入院した時みんながお見舞いに来てくれたよな。その時にも
らった色紙。「最後の夏一緒に勝とうな、河川敷で待ってる」の言葉。涙が止ま
らなかった。仲間でありライバルだからこそ真剣に向き合えたし成長することが
できた。最高の仲間と歩んだこの３年間は宝物。将来、みんなで語り合う姿を
想像すると楽しみだな。
　第一印象は私と真逆な子。でも気付いたらずっと一緒にいたね。君がいてく
れたから私の高校生活は面白かったよ。
　食堂や購買まで走ったり、泣きながら電話したりしたこと全部忘れたくない
な。出会って３年しか経っていないなんて思えない！ほんとにだいすきだよ。
　私たちにいつも寄り添ってくれた先生！
　私は人間関係に悩んでいた時、先生の言葉で救われた。先生が「あなたら
しくいかなきゃ！もったいないよ！」って言ってくれて、自分はダメなやつだって責
めていたから、本当に心が軽くなりました！
　検定勉強の時、授業後も一緒に残って検定対策をしてくれた先生。分から
なくて逆ギレしたときもあったけど、先生は最後まで応援してくれた。先生のお
かげで検定合格できたよ！
　私が進路で悩んでいた時、先生が道を切り開いてくれた。そこで私のやりた
いことが明確になった。受験ギリギリまで作文や面接の言葉を考えてくれたよ
ね。先生のおかげで私は大学に合格することができたよ！
　ときに厳しく接してくれた先生！
　行事で人の動かし方に悩んでいた時、私の悩みをちゃんと受け止めて、適
切な答えを出してくれた。どんな悩みも聞いてくれた先生に憧れて、私は教師
になりたいと思えたよ。
　部活で集中しきれていなかった時に、先生が「やる気がないなら帰れ！」と気
が緩んでいた俺に喝を入れてくれた。正直ムカついたけど、見返してやる！とい
う強い気持ちで試合に向けての練習を頑張ることできた。
　色々な場面で私たちのことを支えてくれてありがとうございました。これから
の活躍を楽しみにしていてください。
　家族へ。
　同朋高校に通わせてくれてありがとう。
　毎日朝早く起きて僕の健康を考えたお弁当を作ってくれてありがとう。
　一番側で応援してくれてありがとう
　自分のことをわかってくれる人なんて居ないと、逃げてばかりいた。
　そんなとき、『大丈夫だよ、私たちはいつでも貴方の味方だから。』と言ってく
れたよね。こんな自分のことをずっと見守ってくれる人がいるんだなって感じ
て、もっと人を頼っていいんだとおもえた。

　いつも明るく「いってらっしゃい」と送り出してくれてありがとう。暖かく「おか
えりなさい」と迎えてくれてありがとう。
　１８年間育ててくれてありがとうございました。これからもそばで見守ってい
てください。

　１０５１日。これは私たちが入学した日から今日までの日数です。この間私たち
は沢山の仲間と出会い、沢山の思い出を作ってきました。その思い出は一生忘
れない、とても大切な宝物だと思います。その１０５１日を忘れないでください。
　そして、卒業式をやらない言う判断もできたけど、どうにかして形を変えてで
もいいからやりたいという思いを込めてやってきました。だから、卒業式を開くこ
とができたのは、沢山の方々の力があったからです。
　本当にありがとうございました。

　高校生活の、楽しかったことも辛かったことも忘れないで。
　君が成長するとき、必ず側にいてくれる人がいます。
　君の世界があなただけでできてると思わないで。
　その人たちの存在と、その人たちへの感謝を忘れないでほしい。

在校生構成詩

文化祭

演奏会・実技試験

部活

後輩へ

感謝

日比野の手紙

エンドロール

まとめ

両親へ
　お母さんは、私が２歳のとき離婚した。小さくて覚えてないから、どれ
ぐらい大変だったかは計り知れないけど、きっと沢山辛い思いをしながら
私を育ててくれたんだと思う。離婚という大きな決断をして、私を守って
くれてありがとう。
　私は、お母さんを傷つけた前のお父さんのことを、どうしても良いイ
メージで見れなかった。でも、お母さんに、１度は愛した人だから、悪い人
じゃないんだよって言われた時、そう言われたから前のお父さんを恨ま
ずに生きていけるなって思えた。
　今のお父さんは血がつながってないなんて思ったことがないぐらい、
私を大切にしてくれる。まだ家族じゃない時も、絶対に私もデートに連れ
て行ってくれたし、２人の間に生まれた妹たちとも何も変わらずに接して
くれる。それって当たり前じゃないよね。こんなに子煩悩なお父さんはど
こを探してもいないと思う。
　離婚と再婚という事実を、２人の判断で私に打ち明けてくれたこと。
私にとっては普通のことだと思っていたけど、お父さんお母さんはいろい
ろ考えて、沢山悩んで決めてくれたことだと、今は理解できます。この家
族６人で暮らせて私は本当に幸せ。
　２人にお金も迷惑もかけてばかりで、大変な思いをたくさんさせちゃっ
たと思うけど、１８年間育ててくれたことに感謝しかありません。２人が私
の両親でよかった。２人に育てられたことが私の自慢だよ。

美月より
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　中庭の、進路指導室前の河津桜が、随分と開いてきました。今朝
も、綺麗な黄緑色のメジロが、蜜を吸いに来ていました。その他の
木 も々、新芽を膨らませています。卒業生の皆さんからいただいた花
桃が咲くのも、今から楽しみです。今日この良き日に、PTA役員の皆
様のご臨席のもと、卒業式を挙行できますことは、本校にとりまして
大きな喜びです。厚く御礼申し上げます。
　保護者の皆様には、お子様のご卒業をお喜び申し上げますととも
に、これまで本校にいただきました温かいご支援、ご協力に、改めて
感謝申し上げます。ありがとうございました。
　卒業生の皆さん、卒業おめでとうございます。皆さんが今手にし
た卒業証書は、同朋高校での全ての学びを修了した証です。今まで
の自分の頑張りに胸を張り、自信を持って、新しい世界に飛び込ん
で行ってください。ただ、その卒業証書は、皆さん一人ひとりの努力
のたまものではありますが、その陰には深い愛情を持って見守ってく
ださった家族、そして先生や友達など、多くの人たちの励ましや支え
があったことを忘れないでください。
　皆さんが同朋高校で過ごした3年間は、どのようなものだったで
しょうか。私の50年近い人生の中でも、高校生として過ごした3年
間は、特別な色彩を放って心の中に残っています。思い返せばいろ
いろ大変なタイミングの学年でした。センター入試が大学入学共通
テストになることで、入試の制度が二転三転しました。コロナによっ
て、日常が突然奪われました。そんな中でも、できることを見つけて、
精一杯取り組んできた学年だったのではないかと思います。制限が
ある中で行われた文化祭や体育大会での、皆さんの輝いていた姿
が今でも思い出されます。
　それにしてもこの状況は、1年前にはとても想像できませんでし
た。ですが、そもそも世の中は予想通りにいかないことばかりです。
そんな世の中に出ていく皆さんに、次の言葉を紹介します。
　私は、大学時代に1年間、アメリカ合衆国のネブラスカ州というと

ころに留学をしていました。留学先の大学はアメリカンフットボール
がとても強く、私も週末にたまに試合を観に行きました。その留学先
の大学の、スタジアムの壁に彫られていた言葉です。意味を考えな
がら聞いてください。
　"Not the victory but the action; Not the goal but the 
game; In the deed the glory"
　「勝利ではなくアクションの中に、得点ではなくゲームの中に、行
いの中に栄光はある」といったところでしょうか。
　これからの人生で、うまくいくこと、うまくいかないこと、いろいろあ
るでしょう。うまくいかないことの方が多いかもしれません。もちろん
結果は大事です。ですが勝ったか負けたかよりも、どのようなアク
ションを起こしたかが大切であり、点を取ったかどうかではなく、点を
取るに至るまでの経緯、あるいは得点しようと努力したことこそが大
切なのです。In the deed the glory行いの中に栄光はある、とい
うのは、そういうことでしょう。
　皆さんは今日、同朋高校を卒業します。改めて素敵な名前の学校
だと思います。「同朋」とは、志を同じくしてともに励む仲間です。皆
さんの周りに一緒に座っているのが「同朋」です。部活動で、勉強
で、さまざまな学校行事で、ともに真理を求め、ともに向上しようと歩
んできた仲間です。これから先の人生で、様々な壁や困難に突き当
たり、悩んだりすることがあるかもしれません。その時は、それぞれの
場所で頑張って生きている、みなさんの「同朋」のことを思い起こし
てください。
　皆さんには、困難に打ち克ち、厳しい現実を変革していくエネル
ギーと可能性があります。目先の結果ばかりに一喜一憂せず、長期
にわたる目標を持ち、何事にも挑戦してください。私たちはいつまで
も、この母校から皆さんを応援しています。
　それぞれのステージでの、皆さんの活躍を心から願い、式辞とい
たします。

　昨年に引き続きやろうと思った卒業式実行委員。ある朝、先生に呼び出
され何かと思うと実行委員長をやって欲しいとの事でした。正直面倒くさ
がりな自分が務まるのかという不安。そして新型コロナウイルスの影響で
前例にない卒業式になることへの不安。それでも期待に応えようと思い引
き受けました。
　構成詩、館内装飾、在校生企画それぞれの活動が始まり、どうしたら在
校生全員に活動内容が伝えられるか考え活動しました。
　1つ目は放送です。各企画チーフの協力もあり、放送予定日に穴を空け
ることなく放送ができました。そして本来なら在校生全員で歌う「旅立ちの
日に」は、有志の人が歌う方式にし、録音した歌を放送で流しました。歌を
聞くと卒業式を間近に感じました。
　2つ目は動画です。実行委員会の活動内容を在校生のみんなに紙で伝
えても印象に残らないと思い、私と副委員長で教頭先生の所へ「各教室

で動画を流させてください！」と直接頼みに行きました。許可をいただき、動
画完成日まで約2日しかない中、焦りと引き受けた時の不安が蘇りました。
ですが、周りの友人や先生が資料集めを協力してくださったおかげでとても
良い動画ができたと思います。動画を見た後はたくさんの人に良かったよ
と言って貰えて、既にやりがいを感じました。
　私一人では、ここまで良い準備が出来なかったでしょう。当日は、構成詩
を読むメンバーの1人として舞台の上に立ちました。
　今年は新型コロナウイルスの影響もあり、例年とは違い、在校生が先輩
に感謝を伝えるのが動画の形であったり、旅立つ瞬間を見届けられたかっ
たりと、少し心寂しい所もありましたが、そんな時期だからこそ、各クラスや
学年が力を合わせカルタメッセージや旗など目に見える形でより感謝が伝
わったと思います。大変な事、初めての事が沢山だったけど、やって良かっ
たです。

　同朋高校3年生の皆様、ご卒業おめでとうございます。
　また、保護者の皆様、今日、この日を迎えられました事を心からお
祝い申し上げます。そして、校長先生をはじめ、先生方に於かれまし
ては、私たちの大切な子供たちを、温かく、時には厳しく迎えていた
だき、この、コロナ真っ只中でも先生方は日々命がけで教壇に立ち、
子供たちに勇気を与え、未来へと導いていただきましたことを、私た
ち保護者は一生忘れません。保護者を代表して、強く厚く御礼申し
上げます。本当にありがとうございます。
　卒業生の皆さん、先生方が命がけで貴方たちを未来へ導いてく
れました。あとは皆さんがご両親のために、これから成功者にならな
くてはいけません。私たちは成功するために日々を過ごし、成功しな
くては家族を守ることができません。
　それでは、社会で成功した人はどんな人なのか。答えは、プラス
思考な人です。今後もプラス思考の人しか成功はないでしょう。な
ぜなら、プラス思考の人は常に成功するためにはどうしたら良いか
を考え、マイナス思考の人はどうしたら失敗しないかを考えてしま
い、失敗のイメージが常に残ります。
　皆さんは高校を卒業すると社会が見えてきます。私の発言とは真

逆で社会にはマイナス思考の人がいかに多いかを気付くことでしょ
う。それはそうです、日本のメディアは常にマイナスの事しか言わな
いし、マイナスの事をいつも探して報道しています。会社だってそう、
売り上げがよくないのはコロナのせい、周りの環境のせい、政治の
せい、景気の低迷のせい、もしあなた方がそういう会社に就いたら、
思い出してください。プラス思考、これからあなたたちが会社を救う
のです。ちなみに、現在、コロナ流行のなかでも素晴らしい業績を伸
ばしている会社は世の中にあります。これから、もし社会で壁にぶち
当たっても安心してください。ご両親を大切にして、常にプラス思考
でいれば必ず乗り越えられます。
　最後に、商売とは常に新しいことへのチャレンジです。商売の発
祥の地である関西では商売のことを「あきない」といいます。そうで
す、人をあきさせない、これこそが商売の原点です。明日から皆さん
の新しいステージです、プラス思考で自分の人生を楽しく、どんどん
新しく演出してください。あとは、ずっとずっと健康でいてください。
それが親の願いです。
　以上をもちまして祝辞と致します。

学校長式辞

来賓祝辞

学校長 滝 敏行

前代未聞の卒業式

私の宝物

感謝のバラ

　私はクラスの壁がなく、学年全員の仲間意識があるこの学年が大好き
です。何かできないことがあっても最後まで諦めず、自分たちなりに考えて
みんなで協力して行動できる学年でした。そんなみんなと迎える卒業式を
大切な１日にしたいと思い、卒業式実行委員長をやろうと決めました。です
が、今年は、卒業式第二部ができないかもしれない、全員での合唱ができ
ない、など多くの壁にぶち当たり、今まで通りの卒業式とは違い思うように
は行きませんでした。でも私は「みんなと過ごす最後の日、後悔はしたくな
い。最高の思い出にして欲しい」と思い、今自分たちのできる限りのことを
全力でやろうと心に決め、最後まで駆け抜けました。
　私たちの卒業式第二部、合唱構成詩のテーマは「感謝と成長」です。当

たり前だと思っていた私たちの日常は突然消え、当たり前ではなくなりまし
た。そこで私たちはたくさんのことに気付くことができました。いつも通りで
はなくなったからこそ、たくさん考えて成長することができました。そして、私
たちの日常はたくさんの方に支えられていて、感謝をする場面であふれて
いることに気付くことができました。そんな私たちの成長とたくさんの方々
への感謝が詰まった最高の合唱構成詩ができたと思います。
　卒業式終了後、みんなから「構成詩やってくれてありがとう」「すごく感
動したよ」、先生や親からも「本当に成長したね」と言ってもらえて本当に嬉
しかったです。最高の仲間たちと素敵な宝物を作れたことが本当に幸せで
す。３年間本当にありがとうございました。

　私の同朋高校での初めての卒業式はコロナの影響で今までにない形と
なった。
　在校生の参加が認められなかったのだ。その中でも何か出来ることはな
いかと思い、バラ委員に立候補した。バラ委員は卒業生が胸につけるバラ
を作る係だ。
　バラは一本のリボンから作る。全て手作業で、とても細かい作業だ。私は
一つひとつ丁寧に作った。それは、このバラは卒業生を一番華やかにさせ
る重要なもので、参加できない私たちの代わりに最後の感謝の気持ちと、
祝福を伝えられる大切な品だと思ったからだ。私は部活の先輩や体育祭
応援団の団長さんなど、たくさんの3年生の方々にお世話になった。しか
し、その感謝を直接卒業式で伝えることは叶わなかった。なので、私はその
分の感謝の気持ちをバラに込めることにした。

　バラを渡すのは卒業式の前日の朝だった。自分の担当のクラスに入り、
感謝と祝福の言葉を述べた後に先輩方の表情を見ると、少し恥ずかしそ
うに、でもそれ以上に嬉しそうに私たちの方に視線を向けてくださってい
た。最後にバラを渡す時に受け取りに来てくださった先輩が小さな声で照
れくさそうに｢ありがとう｣と言ってくださった。その時に私は、私たちが作っ
たバラがこの先輩方を華やかにさせるものでよかったと思えた。それと同
時に、自分も卒業する時はこんな風に幸せに満ち溢れ、後輩たちに祝福し
て貰えるような先輩になりたいとも思った。
　卒業まで残り2年、あっという間に過ぎていくだろう。しかし、その2年を充実
したものにするか、何も無い2年にしてしまうかは自分次第だろう。でも私は、
卒業して行った先輩方のように、たくさんの人に祝福され、笑顔で羽ばたいて
いける、そんな卒業生になれる2年にしてみせる、そう思える経験だった。

PTA会長 横井 建二

306  小川 芽依 （名古屋市立志賀中学校出身）

209  脇田 心愛 （名古屋市立神沢中学校出身）

107  川浦 光莉 （名古屋市立供米田中学校出身）

302  内川 優星　 （名古屋市立山王中学校出身）

307  中島 笑里　 （名古屋市立はとり中学校出身）

311  入江 十和歌 （愛知教育大学付属岡崎中学校出身）

310  岩田 彩芽　 （東海市立富木島中学校出身）

308  大島 蒼竜　 （名古屋市立一柳中学校出身）

愛知県知事賞

名古屋市長賞

日私中高連会長賞

愛知県私学協会長賞

私学協会優良生徒

311  山西 菜音　（岡崎市立美川中学校出身）

309  中山 悠依　（清須市立新川中学校出身）

310  日比野 美月 （名古屋市立山王中学校出身）

309  吉原 章徳　（名古屋市立日比津中学校出身）

310  木澤 恵　　 （名古屋市立はとり中学校出身）

高校生新聞社賞

産業教育振興中央会賞

愛知県産業教育振興会賞

全商協会理事長賞

愛知県商業教育振興会長賞

2020年度卒業生対象「各種表彰者」
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自分の夢と努力を信じて
明日は明日の風が吹く
翔け
百花繚乱
明日やろうは馬鹿野郎
謝謝
クソお世話になりました
次のステップへ
お疲れサマンサ
Life goes on ～人生は続く～
飛躍
強く生きよ!!
人生楽しんだもん勝ち
お別れでやんす
尊い

七転八起
C　超
h　平和
I　良い
l　Love
l　ラスト学年
3年しか勝たん
猪突猛進
顔晴れ
コロナに負けるな
限界突破
駆けぬけろ
夢
初志貫徹
愛と勇気は無限大
人生はアンサンブル

一本勝負
飛翔
我行精進 忍終不悔
仲間
人生脈上げ オフサイド注意!!
顔晴る
塁球魂
駆
日進月歩
夢に向かって！
同朋和敬
継続は力なり
頑バレー
愛
全力羽球
つなぐバトン
闘球魂
Get Over
切磋琢磨
和敬静寂
車に乗るなら馬に乗れ

grandioso
君が為、桜咲く
考えるな働け
未来を描け
強写であれ
夢を見るから人生は輝く
領域展開
未来に向かってCOOKING
No Music No Life
あらゆる物理は、
ありえないことか当たり前かの
2つに1つだ
絆 いつでも待ってる同窓会
唐揚げの味を忘れず
未来へはばたこう
心
愛する人 親愛なる人へ
響け！届け！エール！
君は君らしく
～しなやかに、たくましく～

がぎょうしょうじん

かける

にんじゅうふげ

すきです

柔道部

剣道部

野球部

陸上部

サッカー部

男子ソフト部

女子ソフト部

ハンドボール部

男子テニス部

女子テニス部

男子バスケ部

女子バスケ部

男子バレー部

女子バレー部

バトミントン部

バトン部

ラグビー部

ダンス部

女子蹴球部

茶道部

乗馬部

1 0 1

1 0 2

1 0 3

1 0 4

1 0 5

1 0 6

1 0 7

1 0 8

1 0 9

1 1 0

1 1 1

1 1 2

1 1 3

1 1 4

1 1 5

2 0 1

2 0 2

2 0 3

2 0 4

2 0 5

2 0 6

2 0 7

2 0 8

2 0 9

2 1 0

2 1 1

2 1 2

吹奏楽部

情報処理部

演劇部

美術部

写真部

書道部

漫画研究部

料理研究部

フォークソング部

自然哲学研究会

同窓会

食堂

父母懇

保護者

教職員

卒業生へのメッセージ
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