
3 月 1 日(日) 卒業式 ３月 ９(月) 後期試験激励会 

 ２日(月) 3 月 1 日分振替休日  10(火)-12(木)高校入試 

 ３日(火) 中期・後期試験等指導継続  12 日(木) 後期試験 ※以降も受験指導継続 

 ７日(土)  ３年生学校開放  18 日(水) 『先輩から後輩へ』 

 ８日(日) 中期試験、３年生学校開放  30 日(月) 離任式（14:00） 

※各種受験手続きは、丁寧に、確実に、早めに。不明な点は一人で対処せずにまずは HR 担任、 
学年主任まで。※卒業証明書、学割などの高校発行の各種証明書については、鶴見丘高校事務室まで。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆学年主任より☆ 

大分県立別府鶴見丘高等学校 第３学年 学年通信 

                                     

                                   

                                   

 

 

『努力に不可能なし！』 
 月並みの言葉ですが、本当に長くて短い３年間が過ぎ去ってしまいました。あどけない表情で入学し

てきた３年前が昨日のことのようでもありますし、もう遠い昔のことのようにも思われます。緊張感の

中で、この子達と３年間を完全燃焼しようと心に誓ったのは、はっきりと覚えていますが……。 

 この時、私なりに目標を立てました。「あいさつ・清掃の徹底、あきらめない・見逃さない学習指導、

リーダーの育成」を通して、『努力に不可能なし』の精神を理解していってもらいたいと………。 

 子ども達は、３年間を通じて成長してくれたでしょうか！？ 保護者の皆様には、どのように見えて

いるでしょうか！？ 私にはしっかりとした手応えがあります。一人ひとりが新たな人生のステージへ

ステップアップしていくにあたって、自信をもって送り出せます。本当に頼りなく落ち度の多い学年主

任で、生徒はもちろん保護者の皆様にも多大な迷惑をかけ続けてしまったことを、この書面をもってで

すが、深くお詫びさせていただきます。大失敗をやらかしてしまい多大なご迷惑をかけてしまったこと

もあった学年メールでしたが、時折いただけた保護者の皆様からの励ましのメールは、心が折れそうな

ときに本当に助けていただきました。今は、３年間、発信し続けてきて良かったと思っています。 

子どもたちが鶴見丘高校を卒業していっても、帰ってくる母校は別府にあります。これからも長いお

付き合いをさせていただければと願っております。 

言葉は尽くせませんが、本当に３年間、ありがとうございました。 

学年主任 岡本 秀一   
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学年主任 岡本秀一

「卒業新聞」                                  ３年２組担任 手嶋 章博 

 これまで皆さんは周囲の大人たちに守られて生活してきた。その意識の強弱はあるだろうが、そのことに間違いはな

いとそれぞれ理解していると思う。さて、大切なのはこれからだ。今後は親元を離れて一人暮らしをする者も多いだろ

う。炊事・洗濯から面倒くさい手続きまで、すべて自分の手で、自分の責任で行わなければならない。自分のことは自

分でする、自分の身は自分で守る、これまで何度も言われてきたと思うが、まさにそれを実践しなければならない。 

 一人立ちするに当たって肝に銘じておかなければならないのは、世の中は善人ばかりではない、ということだ。もち

ろん、悪人ばかりでもない。大切なのは、それを見極める「目」である。ではどうすればその「目」を養えるのか。そ

れは、小さな失敗から学べ、ということかと思う。失敗を恐れてチャレンジをやめてしまえば、いつまでたっても「目」

は養えない。だからといって、無謀なチャレンジから大失敗と大損害を繰り返すのも避けたい。小さなチャレンジで成

功と失敗を繰り返しながら「目」を養ってほしいと思う。 

 人には誰しも浮き沈みの波がある。私もかつて、悪評を陰で流されて多くの友人を失ったことがある。そのときは他

人を信用できず、暗闇に一人いる感じであった。ところが実際は（少し後でわかったことなのだが）友人たちはきちん

とした「目」をもっており、陰口をたたいていた張本人が 終的に惨めな思いをした。世の中そういうものである。今

後皆さんも人間関係で悩んだり、研究に行き詰ったり、何度も暗闇が襲ってくることであろう。一見苦しい状況に思え

るが、その暗闇のときにこそチャンスがある。暗闇の方が自分と向き合いやすいし、真実が見えやすい。行き詰った 

ときこそ別の角度から考える新たな視点が生まれる。そんなときこそ、「目」を養うチャンスである。

暗闇だからこそ光 が見えるのだ。 

あと数年すれば、今度は君たちが次の世代を守る番だ。その時に備えて、たくさんのチャレンジを

してたくさんの（小さな）失敗をして、成長した姿でいつかまた会いたいと思う。 

 

☆今後の日程☆ 学年主任からの「鶴見丘３学年メール」、学校 HP もご参照下さい。 

３年１組担任 野仲 貴博 

卒業おめでとう。皆さんにこの言葉を送る立場になれて非常にうれしく思います。 

１年生のときから皆さんともに化学の授業を創ってきましたが、その中で私がいつも心に留めておいたことがあり

ます。それは「物事の本質を見抜く」力をつけてほしいということです。なぜそうなるのか、なぜこんな化学反応が

起こるのか。 

これは新しいスタートを切る君たちにきっと必要な力です。ほとんどの人が片手に収まる情報の泉（私のはガラケ

ーですが）を持っており、そこから膨大な量の情報を得ていることでしょう。もちろん、有用な情報もたくさんあり

ます。しかし、そうではないものも同じくらいたくさんあるのが現実です。自分たちでその情報を取捨選択していか

なければなりません。そのときに本質を見抜く力が絶対に必要です。情報に踊らされないように。 

後に・・・この３年間、君たちといろんな“化学反応”を起こすことができたのは私にとって 

本当に宝物です。ありがとう。君たちも新しい“化学反応”をたくさん起こしてください。 

３年３組担任 間崎 敦子 

Congratulations on your graduation! 早いもので、皆さんが卒業を迎えることになりました。3 年間を振り

返っていかがでしょうか？忙しい毎日だったと思いますが、本当によく頑張ってくれたなと思いますし、その

頑張りにいつも感心していました。もっと余裕のある生活をしながら、志望校を目指すのが理想的だと思うの

ですが、現実は厳しいものがあるのも事実です。 

3 年間の様々な活動、経験が、皆さんを成長させたことは間違いありません。新しい知識・視点・思考法、

計画性・持続性、コミュニケーション力・問題解決能力･･･数え切れない多くのものを得たと思います。そして

おそらく一生の宝になるであろう多くの友人を得ました。大切にして下さい。 

この 1 年の苦しい経験もまた皆さんを大きく成長させたのではないかと思います。壁に 

ぶつかりながらも、何とか乗り越えてこれたのは、ご家族の存在が大きかったと思います。 

ありきたりですが、この 3 年間で培った力で、これからの人生を切り開いていって欲しいと 

思います。そして、人生のそれぞれのステージで皆さんが“輝き続けて”ほしいと思っています。 

卒業生へ  

「努力に不可能なし」 まさにこの言葉を言い続けてきたし、みんなの耳にも心にも残ってくれているものと信

じています……。３年前、「岡本号」の船に乗ってしまったんだから、ゴール地点までついてきてほしいと新聞に

も書いたんだけど、ようやく辿りついたね～。この日を目標に頑張ってきたんだけど、今はとにかく……寂しい…

…。そんな気持ちがいっぱいです……。 

でも、休む間もなく、また新たな航海への旅立ちが始まるよ……。ここから先は、これまでの人生とは比較にな

らないくらいの大海原になると思います。きっと荒波にもまれることも度々あるはずです。でも、乗り切る方法を

みんなは十分に理解しています。実は、深～い意味のある『努力に不可能なし』の精神で、立ち向かっていっても

らいたい！      さらばじゃ！ 

君 

✉卒業記念号特集✉ 

３年学年団フルメンバーから 

メッセージを贈ります！ 



 

    

別府鶴見丘高校 HP ☞ http://kou.oita-ed.jp/bepputurumigaoka/ 

「教養というものが持つ魅力の一つに、私たちを自由にしてくれる働きがある」（安田雅弘） 

３年４組担任 永松 寛明 

安田氏はその教養の一つの例として「演劇知」というものを提唱します。それは「私たちを

無意識に縛っているものに気づいていく教養」だと言うのです。皆さんは、これから様々な場

所で、自らや周囲を無意識に縛っているものと向き合うことが増えると思います。 

そんな時、より良い選択をし、視野や視界を良好に保つためにも教養の力は必要になります。

同じ社会に生きる者として私も身につけたいと感じているものです。進む道は違っても共に頑

張っていきましょう。 

「卒業」                                  ３年５担任 芦田めぐみ

あなたたちにとって、この言葉は一体どんな意味を持つのでしょう。確かに、一つの通過点でしかない卒業と

いうセレモニー。けれど私は、あなたたちに目一杯この卒業という節目を迎えられる喜びを噛みしめてほしいと

願っています。 

 初めて出会った日からあっという間の三年間でしたね。くだらないことで笑いあった日。友人に支えられた日。

眠くて仕方のない日。苛立って周りに優しくする余裕のない日。いけないとわかっていながら、一番身近な人に

苛立ちをぶつけて一層自分のことが腹立たしくなった日・・・当たり前で何気なく見えた日々は、あなたたちが

悩みながら不器用にも一歩一歩進んできた尊い道でしたね。今、その高校生活が終わろうとしています。 

 「めでたい」という言葉は、「愛で甚し」と書くそうです。大切なもの、愛すべきものの喜びを

自分のことのように共に味わう言葉です。決して楽なことばかりではなかったこの三年間をここま

で歩んできたあなたたち。傍で見てきた私は、とても愛おしく、誇らしく思っています。そし

て同時に、そんな風に思える存在に出会えたことをとても幸せに思っています。 とても月並

みな、けれどとても尊いこの言葉をあなたたちに。卒業お愛でとう。 

３年６組担任 髙倉 聖徳 

卒業おめでとう！この３年間は、あなたたちにとっても私にとってもとても濃かったな～と思います。 

この高校の３年間がこれからの人生にとって良い時代であったらとも思います。 

これから先、あなたたちに願うことは、長い人生の間には、さびしさを感じることもある 

だろう。悲嘆にくれることもあるだろうし、自分の人生から何かが消えてしまったような思 

いになることもあるだろう。どんな人生にも、ある程度の苦しみとか悲しみがついてまわる。 

だけど、どれほど悪いことが起きようと、いつも自分が成長して、自分のなりたい人間、他人 

がまわりにいてほしいと思う人間になるための努力を忘れないでほしいです。 

そして決してあきらめずに自分に負けないように、そう心より祈っています。 

四
組
副
担
任 
髙
橋 

純
治(

空
谷) 

ち
ひ
ろ
の
詩
で
す
。 

 

卒業おめでとう！！                            １組副担任 柿原 茂徳

とうとう君達とお別れですね。先生もこれまで沢山の生徒と出会いました。この学年は本当に素直で純朴な生

徒がとても多く、とても印象深い学年です。１年のクラス担任をしたときも、個性豊かなクラスで毎日が楽し

く、面白かったです。これから、それぞれ違う道に進みますが、一生勉強は続きます。向上心を忘れず頑張っ

てください。またどこかで会いましょう！！ 

この出会いに感謝     ２組副担任 津野 美香 

Hi, Guys! たった 1 年のうちに、一体何度ほおが緩み、目

頭が熱くなったことでしょう。あなた方は本当に素晴らしい

若者です。その何事にも真正面に向き合い、自分の心を見つ

め、少しでも先へ進もうという強い意志は、きっとあなたを

輝く未来へと導くでしょう。その何も語らずとも相手を思や

る細やかな心は、きっとあなたを多くの人と強い絆で結んで

いくでしょう。私はこれからもあなた方のサポーターです。 

YOU CAN DO ANYTHING!  See ya!  Luv U ;-)❤ 

３組副担任 齋藤 亨 

１年間、３組の副担任と国語の授業を担当しました。

１年間で感じた君達の美点を２つ書きます。1 つ目、「粘

り強い」ということ。国語は特に理系の生徒には鬼門、

得点が出ない生徒、苦手な生徒は逃げたくなるものです

が、 後まであきらめない姿勢がすばらしかった。２つ

目は「悲壮感」がなかった。苦しい秋の頃も、３組の教

室では笑い声と、大きなひそひそ話があふれていた。た

ぶん、授業や家庭での苦しい学習の息抜き場所としてク

ラスが機能していたのでしょう。 

 これからの人生で苦しい時は、粘り強く・明るく立ち

向かった高校時代を思い出してください。 

６組副担任 平田 みほ

卒業おめでとう。 

３年間でこんなに変わるんだ・・・私の純粋

な感想です。素直で自然な笑顔が似合う、と

ても感じの良い学年でした。この先苦しい時

や壁にぶつかった時、この 3 年間で培ったも

のが土台となり、みなさんらしく、大きく 

羽ばたいてくれることを祈っています。

多くの感動を本当にありがとう 

ございました。この 3 年間は 

一生忘れません。 

５組副担任 小山田 治

卒業おめでとう。君たちとは２年間の付き合いでしたが、

温かくやさしい雰囲気の学年だったと思います。これから、

大学、そして社会へと進んでゆきますが、いつまでもその温

かさを忘れずに、世の中にやさしい雰囲気を与えてくれたら

…と思います。皆さんの今後の活躍を祈っています。 

「夢多き旅人に幸あれ！大いなる人生に乾杯！」 

理科 三重野和人  

これからみなさんが成長してい

く上で一番大切なことは、たくさ

んの経験を積んでいくことだと思

います。自分でしっかり道を切り

開 い て い っ て く だ さ い 。 頑 張

れ！！  

事務 永松 秀隆 

御卒業おめでとうございま

す。いよいよ旅立ちの時です。

さらなる自己実現のために忍耐

強くタフに一歩一歩自分のペー

スで前に進んで下さい。また一

歩踏み出せば、その積み重ねで

道ができる。それぞれ自分の道

をつくって下さい。 

「未来は光り輝いているから 

まぶしくて見えない」☆☆☆ 

☆☆☆☆進路事務 市丸 祥子

自分が学生のときの TV ドラ

マの台詞です。そのときは本当

かな？と思っていましたが、今、

皆さんの未来は光輝いていると

確かに思います。卒業は、自分

の光に飛び込む第一歩。先は少

しずつ見えてきます。卒業おめ

でとうございます。☆☆☆☆☆

国語 山﨑 春那  

卒業おめでとう。4 月に皆に出

会い、あっという間に 1 年が過ぎ

ていったような気がします。授業

や行事など、一生懸命に取り組む

皆の姿を見ていると、自分が高校

生だった頃はこんなに楽しんでい

なかったなあと思い、とてもうら

やましく感じていました。将来の

ために頑張ることも大切ですが、

今を大事に！今が充実していると

思える日々を過ごし、これからも

頑張って下さい。 

理科（物理） 甲斐 義崇 

卒業おめでとうございます。この３年間，鶴見丘

でたくさんの事を学び，経験できましたか。それぞ

れの人が新しいステージで，それを生かしつつ，ま

た新しい勉強や経験を積んで夢を叶えて下さい。大

きな夢ほど，そこにたどり着くまでの道は遠く険し

いものです。ですが，その道も一つではありません。

少し遠回りしても，自分の選んだ道を信じて諦めず

にがんばって下さい。 

数学 立山 勇司 
 月並みだけれど、卒業おめでとう！ 

 今まで色々と厳しいことを言ってきたけれど、あれは「チ

ビのムチ」だと思って許してくれ！４月からそれぞれの世界

へ羽ばたくわけだが、毎年のように卒業生に関する様々な情報

が耳に入ってきます。よい情報、悪い情報など様々です。その

ときにいつも思うのです。どんな状況でも卒業生自身の力でそ

の状況を乗り越えて行くしかないのだと。だから私たちは高校

に在籍している間に、それができるように指導したつもりで

す。みんななら大丈夫。 

例えば、厳しい先生にであったとき、俺と比較してくれ！大丈

夫だろ？小さい先生と出会ったとき、俺と比較してくれ！大丈

夫だろ？つまり、過去に経験した苦しかったことと比較すれ

ば、その状況を乗り越えられたりします。時々でいいから思い

出してくれの！！ 

みんなのことを小さな心で応援しています！！！ 

数学 中野 幸広 

３年生の皆さん、ご卒業おめ

でとうございます。３年間過ご

した高校生活は、いろんな意味

でこれからの人生に影響を与え

る時間になるでしょう。多くの

人と出会い、同じ授業や行事を

ともに作り上げてきた時間は、

それだけで自分自身を作りあげ

ているのです。 

これから先も、 

出会いや過ごす 

時間を大切にし 

ながら、「自分」 

を作っていって 

ください。 

 

 
ALMA MATER 


