
卒業を前に 

 各クラスから１人ずつ、卒業を前にした心境を述べてもらいました。おそらく、他の

みんなも同じような気持ちを持っているのではないでしょうか。仲間に対する、柏高

に対する思いを共有して、卒業式に臨みましょう。 

 

１組 土井 悠愛 

○１組の自慢は 

  勉強熱心で真面目だけど、行事や遊びとなったら全力でハッチャけちゃう切りか

え上手です。クラスのみんなが友達思いで、面白くて、キャラが強い子ばかり（笑）。

受験期でもいい意味で今までと変わらず、明るい雰囲気を保ちながら生活できたの

は、このメンバーだったからだと思います。ありがとう☺  

○１組の３年間（クラス替えないので３年間）で最も印象に残っている場面 

修学旅行での１組男子によるモダンダンス。行く前はあれほど嫌がっていた男子

たちが最終的には一番楽しんで帰ってきました。ダンスの動画を見ると元気が出ま

す（笑）（問い合わせは１組女子まで）。その他にも、球技大会の日、朝７時に集合し

てコート整備まで行っていたソフトガチ勢たち。１位になれたことはなかったけど、

私たちの中では常に No.1 でした！！ 

○クラスに対して、71 回生に対して、柏高に対して 

本当にステキな友達ばかりに出逢えて幸せでした。（特にこんなうるさい私を受け

入れてくれた１組に感謝。）毎日腹筋が割れそうなくらい笑って過ごせて、これほど

楽しい学校生活があっていいのかと。行事などで敵同士になっても、みんなで一丸

となって頑張れるこの学年が大好きです。卒業するのがさみしいし、まだみんなと

いたいって思うけど、それぞれの道で頑張っていきましょう！たくさんの青春をあ

りがとうございました。宝物です☺  

 

２組 脇 孝輔 

○２組の自慢は 

・授業では静かに、他では楽しく、といった当たり前のことが出来ること。 

・煩わしくなく静かなこと。 

○２組の２年間で最も印象に残っている場面 

３年での文化発表会では、クラスで模擬店を出したり、劇に誘われて 71回生劇場

に出てみたり、たくさんの心配や迷惑をかけたりと、いろいろあり、恥ずかしくて楽

しくて、とても印象に残っています。 

○クラスに対して、71 回生に対して、柏高に対して 

高校生活の３年間が終り、中学の時の卒業と違って、クラスや学年の友達には簡
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単には会えなくなったり、大袈裟に言えば、もう一生会えないと思うと、とても悲し

くなることもありますが、自分の夢への一歩でもあるので楽しみでもあります。 

 

３組 難波 佑河 

○３組の自慢は 

３組の自慢は何だろうかと考えたときに、まっ先に思い浮かんだのは、文化発表

会の場面である。自分は監督という立場だったが、その立場でふり返ってみると、本

当に助けられたなと思う。それはクラスの皆に、何度も。勉強も本腰が入り始めた頃

にもかかわらず、各々がクラスのために微力でも貢献しようという姿勢が自分には

ひしひしと伝わってきた。いざという時にサポートしてくれる仲間がこんなに多く

いたのかと、感じることのできる数日間であった。ありふれた言葉で表現するなら

団結力というのだろう。だが、それ以上に一つの目標に向かって前進できる、互いの

ことを補い合いながら成長できる、そんなことが“自慢”というより“強み”なのか

もしれない。 

○３組の１年間で最も印象に残っている場面 

やはり、行事のことを思い出すのが一般的と言ったら語弊があるが、皆にとって

はそのことが印象深いのであろう。だがしかし、私はそれ以上に印象に残っている

場面がある。それはセンター試験の前日のことである。一人のクラスメイトが匿名

で差し入れをしてくれたのだ。まさか、そんな事があるとは、思いもしなかった。な

ぜ匿名なのかと、私は考えた。私が思うに、その子はきっと、あくまでセンターを受

ける人がその瞬間の主役であって、自らは影ながら応援しているので、その想いだ

けが伝わればいいと、考えていたのだろう。私は心が温まった。それは皆同じだろ

う。また、少なからず奮起したのは言うまでもない。もちろん、差し入れをした子も

優しいが、差し入れされる側も言い方は悪いが、差し入れをされるに値する大切な

仲間なのであろう。思いやり、思われている、と実感した。こんなクラスはいいなぁ

と思わせる出来事であったので紹介しておく。 

○クラスに対して、71 回生に対して、柏高に対して 

３年間をふり返ってみると、あっという間だったなと、今になって感じる。それは

紛れもなく仲間のおかげだと確信している。楽しかったという感情が一番ある。面

白い奴もいれば、トゲトゲした奴もいる。そんな奴らとたわいもない話をすること

も、もうなくなるのかと考えるだけで寂しさと愛しさが心を占領する。（少し表現が

クサいのは大目にみてください。）そんな時、「ありがとう」と、どこかでまた会える

ことを願って、それぞれの進路へ不安を抱えながら、舵を取る同志に「またな」と、

涙をぬぐい、笑顔で言える自分でありたいと思った。また、先生方にも感謝してい

る。学年主任の藤原先生が入学時にこんな風におっしゃっていた。「中学校ほど先生

は優しくない」と。確かにそうだったかもしれない。だが、行事や進路の相談など、

随所に熱量を感じた。体育大会での荻野先生の綱引きの熱の入りようには少し引い

たが、そうやってまっすぐ向き合ってもらえるのは嬉しかった。同じように思って

いる生徒もたくさんいるだろう。と、私の株を上げたところで、最後にこんな四字熟

語を紹介する。「花様年華」。私の好きな言葉で、花のように咲く時間を言う。この言

葉はあっという間だった学校生活でのみなさんの、部活、勉強、全ての一瞬一瞬にぴ

ったり合う言葉だと思う。そんな時間をかけがえのない仲間と過ごせたことを、幸

せに思う。卒業を目前にそう思えることを、幸せに思う。以上！ 



４組 菅原 拓真 

○４組の自慢は 

・クラスがいつも明るい雰囲気であること。 

・クラスにムードメーカーが何人もいて、そこにいるだけで楽しいこと。 

○４組の１年間で最も印象に残っている場面 

文化発表会で、協力して大道具をつくったとき。普段、あまり話さないクラスメイ

トとも話し合って準備をしていたことが印象に残っている。 

○クラスに対して、71 回生に対して、柏高に対して 

とうとう卒業まであと１日。この３年間の高校生活は充実できていましたか？泣

いても笑っても明日で卒業なので、精一杯楽しんで卒業しましょう！ 

 

５組 本田 依里 

○５組の自慢は 

①行事には全力で取り組め、団結力がある。 

②コミ英の目覚め率が高い。 

○５組の１年間で最も印象に残っている場面 

①文化発表会の最後の結果発表（ドキドキでした）。 

②球技大会でクラスの仲間の応援をしている時（力が入りました）。 

○クラスに対して、71 回生に対して、柏高に対して 

最後には「５組でよかった」と思えるようにクラスの最後の１人が合格できるま

で仲間を応援しよう！！そして全員笑顔で明日の卒業式を迎えましょう。ここでた

くさんの良い仲間に出会えてよかったです。柏高ありがとう！！ 

 

６組 足立 珠寿 

○６組の自慢は 

一人ひとりが優しくて穏やかなクラスです。また、明るく楽しむときと、真面目に

集中する時の切り替えができる良いクラスです。 

○６組の１年間で最も印象に残っている場面 

日本史とコミ英の授業、球技大会です。 

井戸先生の自撮りやライダーキック、コミ英の前の休み時間の謎の集中力、球技大

会のあの盛り上がり が強く印象に残っています。 

○クラスに対して、71 回生に対して、柏高に対して 

３年間はとてもあっという間で、特に３年生は行事や出来事の全てが高校最後の

ものになるため、全力で取り組むことができました。71 回生は団結力があるので、

行事が盛り上がり、とても楽しかったです。 

 

７組 廣瀬 香瑚 

○７組の自慢は 

元気、明るい、仲が良い、個性豊か 

○７組の１年間で最も印象に残っている場面 

廣内先生のじゃんけん！ 

○クラスに対して、71 回生に対して、柏高に対して 

ありがとう！お世話になりました！ 
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お祝いのメッセージが届いています 

元１年１組担任 辻野彰一先生より 

「人生とは、何かを計画しているときに起こってしまう別の出来事を言う」 

これは、私が尊敬する写真家星野道夫氏の著書の中に出てくるある極地パイロット

の言葉で、私のお気に入りの言葉です。もう一度読み直してください。どうですか？ 

君たちには未来があります。でもその未来は明日どうなるかわからないという不安

をも内包しています。計画することに意味がないわけじゃない。未来があるからこそ

苦労もいとわず準備しなければいけないし、明日の不安があるからこそ今生きている

この一瞬一瞬を大切にしなければいけない。いずれにせよ一回きりの人生、無為に送

ったらもったいない。 

もともとは私も 71回生の仲間だったことを覚えてくれている人はほとんどいないで

しょうが、71 回生の授業に行くのが楽しみでした。本当に君たちの反応はサイコーで

した。 

卒業おめでとう。俺はずっと山に登り続けるよ。 

 

元２年６組担任 足立 康裕先生より 

「大人になって分かることが人生にはたくさんある」 

柏高での３年間を終えようとしている 71 回生の諸君、高校最後の晴れ舞台（卒業式）

を前に君の脳裏をよぎる想い出はどんなシーンですか？部活動の最後の試合、しんど

かった練習、体育大会でのブロックの一体感、文化発表会の緊張したステージ、友達と

お弁当を食べたことなど、一人ひとり違うと思います。その想い出の周りには仲間や

先生、保護者など君を支えてくれている人が必ず周りにいたことに気付いています

か？18 歳の私は気付くことができていませんでした。 

 私が 26 年前、柏高を卒業する自分に言葉を贈るとすれば「周りの人に感謝しなさ

い！」です。自分のこれまでの出来事を振り返ってみても、必ず誰かに支えられてきま

した。しかし、素直に「ありがとうございます」や「お世話になりました」と感謝を伝

えることができるようになったのは、大人になってからです。卒業式という人生の節

目にはぜひ保護者の方へ「３年間お世話になりました」と感謝を伝えよう。 

情報化社会、ＡＩ到来など君たちは変化の激しい時代を駆け抜けることになります

が、基本は「人間力」です。丹波の土壌で培った「人柄」「優しさ」「粘り強さ」をベー

スに、「挑戦する勇気」「挫けない逞しさ」を持ち、感謝を伝えることのできる好感の持

てる人になってくれることを期待しています。１年間ではありましたが、私の後輩で

もある 71 回生の成長する姿に学年団として関わることができて、私も大変刺激を受け

ました。ありがとう。そして、柏原高校卒業おめでとう。 

 

元１年２組・２年５組担任 青木 遥香先生より 

「しんどい時は休憩ね」 

71 回生のみなさん、ご卒業おめでとうございます。私が 71 回生と一緒に過ごせた

のは２年間だけでしたが、みなさんから沢山学ぶことがあり、自分自身も成長するこ

とができたように感じます。ありがとう。そして皆さんもこの３年間で、辛かったこ

と、悔しかったこと、楽しかったこと、嬉しかったこと、様々な経験をしたと思います。

友だちや先生と作った楽しい思い出は、ずっと大切にしてくださいね。辛かった経験



は、これからの人生でつまずいた時に、あの時乗り越えられた自分を思い出し、前に進

みましょう。でも、しんどい時は頑張らなくていい。一旦休憩をしよう。頑張るのはそ

れから。 

そして最後に、71 回生の素直さ、程よい元気さ、さりげない優しさがとても好きで

した。この学年で担任ができて本当に良かったです。また会いましょう！！ 

 

元１年５組担任 和田 圭司先生より 

「転ぶたびに起き上がれ」 

71 回生のみなさん、卒業おめでとうございます。個人的には、71 回生を３年間担任

するつもりで 2016 年４月を迎えたのですが、結果的には君たちの成長を最後まで見守

ることができず、本当に残念です。１年間の付き合いではあったものの、私の中にはた

くさんの思い出があります。特に今年度は１学年の担任をしているので、君たちと重

なるところが多く、懐かしい気持ちになることが多々ありました。４月のオリエンテ

ーション合宿で大縄跳び大会があり、自分のクラスが優勝したのですが、「柏原のとき

はあと１回で優勝やったのに、縄ほり投げた人がおったなー」とか、２月 14 日に LHR

があったので、２年前に１年５組でやったことと同じことをしたら、みんな喜んでく

れて、終わった後に写真が撮りたいと言ってきた生徒がいて、「そういえば２年前も同

じこと言われたなー」という感じで、ことあるごとに柏原高校での出来事を思い出し

ています。 

さて、みなさんが過ごした柏原高校での３年間はどうだったでしょうか？きっと楽

しいことばかりではなく、苦しいことやつらい経験もあったのではないでしょうか。

テストで点が取れない、部活動で思うような結果が出せない、人間関係がうまくいか

ないなど、内容は違えど、人それぞれ何かしら悩みを抱えていたことと思います。これ

から進学・就職し、周りの環境が変わっていくと、これまで以上に困難な出来事が自分

の前に立ちはだかることもあるでしょう。私自身、昨年６月に仕事上でのことで、いろ

んなことが重なって精神的に追い込まれてしまい、仕事を休んでしまいました。「この

まま教員をやっていていいのだろうか」「辞めた方がいいのではないだろうか」と、考

えて込んでしまうような状態になってしまいました。人間だから失敗することは当然

あるし、落ち込んだり挫折することだってたくさんあります。でも、そこで腐ってしま

うのではなく、這い上がろうとすることが大事だと思います。そして、そんな時は自分

だけで解決しようとするのではなく、周りの人に助けを求めることも大切です。私の

場合も、自分の力だけではきっと立ち直れなかったと思うので、今こうして仕事がで

きるようになれたのは、周りの先生方や生徒の存在があったからだと感じています。

たまには逃げ出してしまうこともあるでしょう。それが悪いことだとは思いません。

ただ、そこで終わってしまってはいけません。 

ネルソン・マンデラはこう言っています。「生きるうえで最も偉大な栄光は、決して

転ばないことにあるのではない。転ぶたびに起き上がり続けることにある」ぜひ、起き

上がり続けることができる人になってください。みなさんの今後の活躍を期待してい

ます。時間があれば、県立農業高校にも遊びに来てください。 

 

 



祝 柏高賞 

西村 卓也（陸上競技部）第 11 回 U18 日本陸上競技選手県大会出場・ハンマー投げ 

福西 里桜（陸上競技部）第 6 回全国高等学校陸上競技選抜大会出場・2000m 

板野 力樹（サッカー部）2017 年兵庫県国体少年男子選出 兵庫県 U17 トレセン選出 

山田 美玖（ソフトボール部）兵庫県高等学校総合体育大会 優秀選手賞 

足立 美紅・西谷 沙耶・畑 ひより・足立 涼音・清 舞華・和久 葉月 

（少林寺拳法部）第 21 回全国高等学校少林寺拳法選抜大会出場 

福田 文里（美術部） 第 37 回近畿高等学校総合文化祭美術工芸部門出場 

大和田 時生   第 36 回全国高校生読書体験記コンクール入選 

インターアクト部 第 7 回高校生国際理解協力に関する研究発表会奨励賞 

 

祝 皆勤賞（３学年の 1年間分です。＊は３年間皆勤です。） 

１組 ３組 中島 蓮 下井 優紀奈＊ 

足立 未来実＊ 芦田 聖太＊ 永田 創士＊ 杉本 大地＊ 

足立 美優 安達 航輝 福西 里桜＊ 寺田 魁人＊ 

足立 亮仁 板垣 早桜実＊ 本田 敬大＊ 能口 渓 

石井 亜優 板野 力樹＊ 山本 玲緒 原田 彩那＊ 

板垣 凜茜 井上 莉奈＊ 和久 葉月＊ 藤原 杏那＊ 

井上 琉加＊ 岩間 由衣 ５組 山下 こころ 

猪瀨 誠 梅垣 創＊ 芦田 育実 横尾 杏奈＊ 

臼井 和光 太田 秀生＊ 大槻 亜未＊ 吉竹 真愛美＊ 

小嶋 章弘＊ 神崎 椋＊ 奥井 ちひろ＊ ７組 

新庄 勇太＊ 北尾 美来 近藤 さくら 蘆田 二千夏＊ 

根ヶ山 愛未 北野 ちなり 塩見 貴政 荻野 愛 

深田 翔貴 田邊 華＊ 白滝 大晟 荻野 真帆 

村岡 壮平＊ 長井 弓華＊ 谷川 美織＊ 岸田 慶司＊ 

和久 拳士＊ 西野 杏季＊ 中道 里南 髙木 優花＊ 

２組 能勢 颯 本田 依里＊ 多田 香蓮＊ 

朝倉 諒 ４組 山下 泉樹＊ 田村 玲偉 

蘆田 祥香 足立 佳輝＊ 雪山 隆二＊ 津田 琴音＊ 

岩元 優弥 安達 順央＊ ６組 並岡 聖愛＊ 

臼井 康介＊ 荻野 彩夏＊ 青木 凜＊ 細見 茉弥＊ 

金子 元 岸本 朋也 足立 駿介＊ 堀田 梨紗 

高橋 陸＊ 日下部 朱音＊ 足立 野里華＊ 余田 武央＊ 

古田 俊輔 鞍留 伽菜＊ 足立 勇太＊  

栁田 昇悟 後藤 悠斗 井上 愛莉  

山口 真歩 三田 愛美＊ 上村 茉子＊  

吉住 希望＊ 竹村 倫香＊ 梅津 優花  

吉竹 さくら 谷川 達也 遠藤 陸  

脇 孝輔＊ 豊嶋 大翔 荻野 舞＊  
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祝 丹波市民美術展入賞！ 

第 11回丹波市民美術展 

 絵画 市民美術展賞 田野 陽菜･･･高校生での大賞受賞は初めて 

      （大賞）  （卒アルの外箱のデザインも描いてくれました） 

 書  優秀賞    青木 凜 

  最後の最後まで、本当にすばらしい！！！ 

 

柏陵同窓会に入会 

 本日、柏陵同窓会への入会式が行われました。君たちは柏高生という立場から柏高

卒業生（同窓生）という立場になります。ということは、荻野祐男先生や廣内健人先生

と同じ立場ということかな。柏高の卒業生（同窓生）は、４万人を越えるそうですね。

本当に大きな会です。今後の人生の中で、ときどき柏原高校卒業生というつながりが

顔を出すことがあるかもしれません。ひょっとすると、そのつながりに助けられるこ

とがあるかもしれないし、君たちが同窓生に力を与えることもあるかもしれません。

そんなつながりがあるということを頭の片隅にでも残しておきながら、新たな生活を

送ってください。そして、卒業生として、後輩たちの姿をやさしく見守っていってほし

いと思います。 

 同窓会クラス理事（○は学年代表理事）･･･よろしくお願いします。 

1 和久 拳士 2 足立 美紅 3 亀井 駿平○ 4 荻野 彩夏 

5 塩見 貴政 6 能口 渓 ○ 7 山下 直哉○  

 

最後の連絡・注意事項 

① 明日（卒業式当日）について 

・集合は８：４５ 柏陵ホール（各クラス代表１名は８：００職員室前集合）です。 

・上履きは体育館シューズを用いること（履き替えなし）。 

・服装・頭髪等規則通りです。 

・全力で卒業式を成功させること（特に国歌・校歌・呼名時の返事は大きく）。 

・卒業式後のＬＨＲ終了後、１・２年生考査期間中ではありますが、職員室への入室

を許可します。先生方への挨拶など用がある人はどうぞ。 

・卒業式後のＬＨＲ終了後、携帯電話のカメラ機能の使用を許可します。 

 使う場合は１・２年生への影響など、配慮して使用してください。 

② 私物持ち帰りを徹底すること。 

・今日帰るときには、体育館シューズだけが置いてある状態にしなさい。 

１年前、傘を大量に捨てていったことを再現しないようにしなさい。 

・とにかく明日帰るときは全て持ち帰りです。 

③ ３月以降について 

 ・入試に向けて指導を受ける場合は制服着用です。 

 ・事務室で受付しなさい。（スリッパも借りたらよい） 

 ・大学等の合否結果、進路先は確実に伝えること。 


