
 
 
 
  
 
 
 
 

  

    

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   

 

 

 

第  １７  号 

2014 年  ２月２８日 

学年主任  水津 優二 
 

大分県立別府鶴見丘高等学校 第 3学年 学年通信

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 卒業おめでとう。学年通信に言葉を残すのもこれで最後かと思うと、本当に感慨深いものが

あります。 

この 3 年間、諸君たちは様々な活動を通じて、楽しいことや苦しいこと、そして困難な問題に

直面したこともあったでしょう。どんなことも自分にとって無駄なことはなく、どこかでその経験が自ら

を助ける力になります。人生は例えて言えば「マラソン」であり、現時点でトップを走っているからす

べて OK というわけではありません。特に、将来の展望のないままただ漫然と走っていると、人生

の３０km あたりで行き先がわからなくなり、呆然と立ち尽くすことにもなりかねません。逆に言えば、

現状に満足しない、しっかりと目標を見据えた生き方をすることが今の諸君たちに必要なことだと

思います。 

ところで、卒業後はほとんどの人が一人暮らしを始めることになります。そして、2年後には選挙

権も与えられ、自分の考え方が国や自治体を動かす大切な力となっていくことでしょう。社会に

参画するということは、自覚と責任を持つことが必要不可欠です。どのような社会が自分にとっ

ての理想なのか考える際に、その人がそれまでどのように自分づくりをしてきたかが大きく影響しま

す。大切なことを浅い思考のみで判断したり、他人任せにするような人間にはなってほしくありま

せん。 

これから進む進路先で、新たな自分づくりがスタートします。「どう過ごすのか」「その先に目指

すことは何なのか」をしっかり胸に留め、新生活に臨んで下さい。 

           今後の主な予定               

（行事予定表・学校 HP・学年メールニュース等参照。） 

2 月 28 日  卒業式予行練習・各種表彰・同窓会入会式 

3 月 1 日  卒業式 

3 月 ３日  振替休業 

３月 ８日-  国公立大学中期試験  

３月１0 日   国公立大学後期試験激励会 

３月１２日-  国公立大学後期試験 

３月 28 日   離任式 

   そして 

それぞれの出発 

『卒業は新たなスタートライン』 
 

 

 

 

♪３年学年団の先生から卒業する皆さんへ贈る歌♪ 

①「曲名」②歌手名（③特に注目フレーズがあれば）④歌とともに贈る言葉 

✒応援歌を絞れなかった先生からも、メッセージがあります。✒ 

水津優二  

①「今、贈りたい『ありがとう』」

②KARA （③）④この曲は、2011

年 3 月に発売された曲ですが、3 月

11 日に起きた大震災ののち、この

曲を聴いて気持ちが救われた人も多

かったと聞きます。3 年間一緒に過

ごしたみなさんへの感謝の気持ちを

込めた歌として、採用させていただ

きました。 

小畑憲一 

①「生きる」②クレイジーケンバ

ンド(CKB) ③You Tube ありま

す。 ④こんな大人（おっさん）

になりたいと常々思う。そんなバ

ンド（ケンさん）です。You Tube 

→クレイジーケンバンド→生き

る！！とにかくかっこいい！！ 

杉原香代子 

①「アンパンマンのマーチ」②やなせた

かし ③アニメでは流れない３番の歌詞 

④子育て中にこの歌に出会って、それか

ら年を重ねる毎に深いなあと思うんで

す。どんな場面でも、できないことを数

えるのではなく、できることを見つけて

いく人生を送ってほしいなと思います。 

立山勇司 

①「時代」 ②中島みゆき ③「喜び

悲しみ繰り返し」 ④「未来を信じて

今日を生きる」人間の原点を歌ってい

るのではないでしょうか。私も、未来

（大きくなること）を信じて今日を生

きているので、この曲を選びました。

大学等の合否は色々な状況があった

と思うけれど、この曲のメッセージを

踏まえて生きていって欲しい！ 

✉最後のメッセージ特集Part 17✉ 

✰受験や合否の報告は早めに担任・副

担任まで。待ってます。その他の連

絡や相談等、遠慮せずに学年の先生

まで来て下さい。 

☆受験手続き同様、入学等の手続きに

伴う書類整備、提出期限は間違いの

無いよう、何度も確認しましょう。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

三ヶ尻桐子 

①「笑顔」 ②いきものがかり ③「いつ

かちょっと悲しいこともある でもぜん

ぶ笑えたらいい ぜんぶ抱え生きていけ

たらいい」 ④いい思い出も、ちょっと悲

しい思い出も、全て大切な思い出として笑

顔で新しいスタートをして下さいね。 

佐藤俊作 

①「ゼロになって」②カラーボトル （③） 

④若いのに演奏力とメッセージの説得力

が高いバンドです。「別れ系」の曲にその

定評があります。宮城県出身で震災のとき

にあらゆるボランティア活動をしたよう

です。大分に１度来て、ライブに行ったの

ですが、圧倒的なステージに感動しまし

た。ぜひ聴いてみてください。 

安藤和宏 

「大学に行くとは「立ち止まる自由」（現

実を直視する自由）を得るためではない

かと思う。真っ正直に生きよ。くそまじ

めな人になれ。一途な人になれ。貧しさ

を恐れるな。若者たちよ。船出の時が来

たのだ。思い出に沈殿するな。未来に向

かえ。」   （ある校長のメッセージ 抜粋） 

阿部哲士 

①「 卒業 」②尾崎 豊 ③「この支配

からの卒業 闘いからの卒業」④高校生

のとき、とにかく早く大人になりたかっ

たです。だから卒業するときは、さみし

いとか思う前に、やっと大人になれる、

やっと先生からガミガミ言われなくな

ると思いました。そんな風にそう感じて

いる人もいるのでは？でも結局私は大

人になった感覚はあまりなく、今も高校

生の時のままのような気がしますけど

ね・・・今聴くと、また違った思いで聴

くことができます。かっこいい歌です。 

市丸祥子 

①「夢に描くキセキ」（羽生弓弦応援プ

ロジェクトの You Tube あります。）②

パンダライオン③♪ 高の舞台で雄叫

びを！！④ みんなの期待を自らの力

に変え、五輪の金メダリストになれたか

らこそ 復興に何かができるスタート

にたてた と言った羽生選手のように、

いつか誰かを支える人になるスタート

に立った卒業生のみなさんへ 

津野美香 

①「歩み」②GReeeeN③「ど

んな一歩も君になってく」④一

歩前に進めない時、自分自身を

勇気づけたい時、車内で聴いて

います。彼らの歌詞と音楽はど

れもパワフルですが、この曲は

耳にした瞬間、スッと心に入っ

て き ま し た 。 WALK TALL! 
KEEP SMILIMG:-)  LUV YA. 

和田雅代 

こころをこめて、 

卒業、おめでとう.。 

屋田良一 

①「心の旅」 ②歌手／チューリップ 作

詞･作曲 財津和夫 ③「いつもいつの時で

も 僕は忘れはしない 愛に終わりがあっ

て 心の旅がはじまる」④少し悲しい曲で

すが、青春のほろ苦さ、次へのステップ、

青春のエネルギーを感じる曲です。一度、

歌ってみてください。 

小屋良樹 

①「希望の轍」 ②サザンオールスタ

ーズ （③）④とても素敵な曲

です。自分の結婚式の時に

使いました。 

山本悟史 

①「どんなときも」②槇原敬之 ③④僕が高校生の

頃にヒットした曲です。槇原敬之の澄んだ声、どこ

かに哀愁を帯びたメロディー、そしてストレートで

純粋な歌詞に、当時の僕は励まされた気がしまし

た。「僕が僕らしくあるために」「迷い続ける日々が

答えになる」「誰かを愛し、その人を守れる強さを、

自分の力に変えていけるように」年齢を重ねた今で

も、いい曲だなと思います。自分の背中を押してく

れる曲を、君たちも大切にしていってください。 

上田康彦 

①HERO『ヒーロー-Holding Out For a Hero- 』②麻倉

未稀 ③歌詞全て④1984 年、私が高校２年生の時の

米国映画『フットルース』の挿入歌であるボニー・タイラ

ーの「Holding Out for a Hero」の日本語カヴァー。テレ

ビドラマ『スクール☆ウォーズ』の主題歌として使用され、

ドラマと共にヒットした。この曲を聴くと今でも気持ちが

高揚します（笑） 

髙橋純治 

①「恋するフォーチュンク

ッキー」②秋元康の詞③

「人生捨てたもんじゃな

いよね」（この続きが一番

ぐっときます。）④自分の

人生です。あきらめないよ

うに。 

飯田 恵 

①「天使たちのシーン」②小沢健二 

（③）④友人たちとの他愛もない会話や

夕暮れの美しさ、普段の何でもない瞬間。

そのかけがえのない幸せや喜びを大切に

し、ささやかな日々に感謝しながら生き

ていって欲しい。という思いを込めてこ

の曲を選びました。 

ご卒業おめでとうございます！ 

斎藤 亨 

日頃音楽を聴きませんので、気の利

いたフレーズは思い浮かびません。 

しかし、授業では多くのメ

ッセージを伝えてきたつもりです。国

語で読んだ作品が、将来君たちの人生

の補助線となることを願います。 

切封 覚 

①「家族になろうよ」 ②福山雅治 （③）

④素敵な恋をし、幸せな家庭を築き、 高

の人生を送って下さい。幸運を祈ります。 

武生博幸 

①「笑えれば」 ②ウルフルズ （③） 

④辛いとき、悲しいとき、疲れたときに助

けられました。 

編集後記：高校３年間は人生のうちでも も大きな

決断の一つをしなければならない時期です。鶴見丘

高校での３年間、あなた方は保護者の方をはじめ、

多くの暖かい目で、手で、心で守られてきました。

しかしその「絆」はこれで終わる訳ではありません。

鶴見丘高校はあなた方の逞しい一歩一歩を、これか

らも見守り支えていきます。嬉しい時も辛い時も

「母校」はいつでもあなたを迎えます。 

 


