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広島工業大学学園内推薦

　「継続は力なり」。3年間1日も休まず、
遅刻・早退もなく過ごした生徒に与えられ
ます。長期間にわたり健康管理が徹底さ
れ生活リズムを安定させる努力をしてい
た証です。今年は代表の柴崎君を含め
26人の生徒が3ヵ年皆勤を果たしまし
た。また73人が1ヵ年皆勤を果たしてい
ます。

柴崎 祥
（廿日市中学校出身）

3年7組

　体育祭・学校祭などの行事で活躍をし
た時、また各種検定合格の際、その健闘
を称え「賞記」が授与されます。今回最多
の8枚を獲得した生徒へ「優秀生徒賞」を
授与、5枚以上獲得の生徒へ記念品が贈
呈されました。

　日本には私立中学校777校、私立高校
1322校、私立中等教育学校17校があ
り、それぞれ建学の精神のもと、特色ある
教育を進めています。これらの学校が私
学教育振興のために設立したのがこの連
合会です。各学校からの推薦を受け、優
秀であると認められた生徒に対してこの
賞が授与されました。

信重 悟
（七尾中学校出身）

3年2組

　私は、将来、工学の分野から医療に貢献したいという夢があり、広島
工業大学の生命学部生体医工学科を志望し、合格することができまし
た。実は、私は第一志望の高校に進学できず、悔しい思いをしました。高
校から毎日最低30分、苦手な科目を中心に勉強し続けました。そうす
ると、勉強が習慣化し、定期試験で高得点が取れるようになり、良い成
績を残すことができるようになりました。また、部活動が気持ちをリフ
レッシュさせ、勉強とのバランスをとるのに効果的でした。

生命学部生体医工学科
3年3組 慶雲寺 竜矢（三和中学校出身）

広島工業大学

　私は、広島工業大学に合格して感じたことがあります。それは、努力
は報われるということです。私は受験にあたり、特に苦手教科に力を入
れてきました。途中で投げ出したいと思ったこともありましたが、その度
に、「この努力は合格へつながるんだ。」と思い、頑張り続けることが出
来ました。努力は裏切りません。努力したら、その分だけ必ず自分に
返ってくるので、１・２年生の皆さん、自分を信じて頑張ってください。

環境学部建築デザイン学科
3年5組 川上 太一（五月が丘中学校出身）

広島工業大学

　私は苦手だった数学を克服するため、1年生の時から数学検定合格を目指
して勉強してきました。普段から授業は勿論、市販の数学検定のテキストを解
いたり、検定が近づけば友達と教え合ったりと様々な勉強法を試しました。そ
のおかげか3年生には準2級を取得することができ、希望の大学へ合格するこ
とができました。学園内推薦では、検定準2級以上を取っておけばとても有利
になります。大学入学後も数学の知識は必要ですから損にはなりません。今
持っている級に満足することなく、上を目指すことが何より大切だと思います。

情報学部情報工学科
3年6組 吉野 彰（古田中学校出身）

広島工業大学

　私は、広島市立大学情報科学部に推薦入試で合格することができま
した。推薦入試での受験を決意した理由は、情報科学部で学びたいと
いう明確な意志があったからです。しかし、自身の思いを言葉にするの
は想像以上に難しく、特に志望理由書の作成は、先生に数十回も添削
していただき、やっとのことで完成させました。筆記試験では、基礎的な
内容が多く出題されるため、日頃の授業や復習を徹底することを意識
しました。受験を通じて、早めに準備に取りかかること、努力を惜しまな
いことが大切だと学びました。

情報科学部
3年2組 三島 拓海（江波中学校出身）

広島市立大学

　私は、推薦受験で広島工業大学に合格しました。試験のための勉強
は、友人と教え合ったり、単語を音読、暗記したりしました。高校での習
熟度別の授業でも、効率的に学ぶことができました。また、面接におい
ては、準備が重要です。本番で緊張して、支離滅裂な返答をしないよう
に、何度も練習を行いました。私は、受験を通して、計画通りに前進でき
なくてもへこんでばかりいるのではなく、これからどうしていきたいの
かを考えることが肝心だなと学びました。

工学部電子情報工学科
3年4組 岡田 好生（五日市中学校出身）

広島工業大学

各学部
合格体験記
各学部
合格体験記

児玉 周大
（五日市観音中学校出身）

3年2組

3ヵ年
皆勤賞
Congratulations

優秀
生徒賞
Congratulations

日本私立
中学高等学校
連合会表彰

Congratulations

中山 湧輝
（大塚中学校出身）

3年4組

●建学の精神：教育は愛なり ●教育方針：常に神と共に歩み社会に奉仕する
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学校祭

ダンス全国大会

Congratulations!

よのなか講話
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祝卒業

広島工業大学高等学校  校長   山口 健治

祝卒業
楽市 政彦 先生3学年 主任

　卒業おめでとうございます。皆さんは多くの節目を
体験できた学年です。工大高校としては男子校最後・
現制服最後の学年でした。そして平成として最後の
卒業生であり、また最後の新入生・新入社員となりま
す。これからの人生でも何度か節目があると思いま

すが、最初の大きな節目としては社会に出ることです。社会で通用するために
は、人生に対して夢を抱き、様々なことにチャレンジし、さらに礼儀やマナー、
感謝の心を持つことが大切です。これらを常に実行することによって、きっと
新たな節目に正面から向き合うことができると思います。これからの皆さん
の人生の飛躍を期待しています。

大川 博昭 先生3年1組 担任
　3年生の皆さん、卒業おめでとうございます。
時の経つのは早いもので、3年という年月が過ぎ
去って行きました。この3年間は、皆さんにとって
どのようなものでしたか。満足のいくことから、そ
うでないことまで、さまざまな出来事があったこ

とでしょう。それらを次に活かせれば、この3年間の高校生活が将来に役
立つものとなるのではないでしょうか。過去の経験を活かしながら、将来
を見据えて前に進んで行って下さい。

嶽 祥吾 先生3年2組 担任
　３年生の皆さん、卒業おめでとうございます。
今、それぞれの道を歩んでいく皆さんに次の言
葉を贈ります。「大切なことは、大志を抱き、それ
を成し遂げる技能と忍耐を持つことである。その
他はいずれも重要ではない。」皆さんも目標に向

かって自己を磨き、上手くいかないときほど粘り強く取り組むことのでき
る大人になってください。

河村 真司 先生3年3組 担任
　卒業おめでとうございます。これからの世界は、
「優秀」な人間が求められる時代になっていくと思
います。（読み方は「ユウシュウ」ではありませ
ん。）今までの価値観や固定観念、また宗教や国
籍、性差にとらわれることなく、ダイバーシティ

（多様性）を受容することが必要となってきます。そこで、「優しさが秀で
る」人間になってください。そして、その「優しさ」を持って、これからの世
界で活躍してくれることを心から願っています。

　 邦浩 先生3年4組 担任
　卒業おめでとうございます。高校３年間の良き
思い出、クラスやクラブの良き仲間、これまで出
会った人達を「宝物」としてこれからの人生を歩ん
でください。そして、ここまで育ててくれた人達に
「感謝」してほしいと思います。これから本当の意

味での勉強がはじまります。君たちの「夢」の実現に期待しています。“可
能性は無限大！”

玉井 尚樹 先生3年5組 担任
　３年生のみなさん、卒業おめでとう。君たちにこ
の言葉を贈ります。「為せば成る為さねば成らぬ
何事も成らぬは人の為さぬなりけり」　やればで
きる（可能性はある）やらなければできない（可能
性はない）「できない」というのは、やらないだけ

かもしれない。上杉鷹山（米沢藩主）の言葉です。「できん」「わからん」と
簡単に諦めずに、努力することが大事だと思います。未来の日本を支え
るのは君たちです。今後の活躍を期待しています。

只浦 名乃生徒会長
　3年生の皆さん、ご卒業おめでとうございま
す。2年間という短い時間でしたが、皆さんは私
たちにとって、とても尊敬することのできる先輩
方でした。先輩方の卒業で、男子校は最後となり
ますが、より活気にあふれる学校にしていきたい

と思います。皆さんはこれからそれぞれの道に進まれますが、挫折を恐
れずに、チャレンジ精神を持ち、人生を楽しんでいってください。最後
に、卒業生の皆さんのご健康とご活躍を在校生一同、心よりお祈り申し
上げます。

関根 浩司 先生3年6組 担任
　3年生の皆さん、卒業おめでとうございます。
皆さんにとっての高校3年間はどのような3年間
だったでしょうか？クラブに情熱を注いだり、勉強
に励んだり、学校行事に意欲的に取り組んだり、
修学旅行やクラスでの楽しい思い出だったり、と

様々な思いが詰まった充実した3年間だったのではないでしょうか？そし
て、この3年間は間違いなく君たちのこれからの人生の礎（物事の基礎
となる大切なもの）となることでしょう。最後に一言『成功者になろうとす
るのではなく、価値のある人間になろうとしなさい。』

高木 一宏 先生3年7組 担任
　3年生のみなさん、卒業おめでとうございます。みなさ
んはこれからそれぞれの道に進み、数々の困難や壁にぶ
つかり、達成したい目標や夢を実現する為に大きな努力
を必要とする時があるでしょう。「勝負の神様は細部に宿
る」私の好きな言葉です。何かの「目標」や「勝負」に挑む

過程で、いかに小さなことの積み重ねを大切にしてきたかという点が勝負の命運を
握るという考えです。「これくらいでいいや」「まぁ大丈夫だろう」という気の緩みは必
ず好機を逃すでしょう。失敗することもたくさんあると思いますが、歯を食いしばり
何度も立ち上がってください。高校を卒業するみなさんはもう立派な「大人」であり、
男子校出身の「男」です。自分で自分の道を拓き、素晴らしい人生を送ってください。

大谷 直幹 先生3年8組 担任
　卒業おめでとうございます。卒業する君たちに
『若いうちは失敗し何度も壁にぶち当たれ』と言
う言葉を贈りたいと思います。簡単に手に入れる
ものはたやすく失われる。壁に跳ね返されたら、
その数を上回る回数、さらに壁にぶち当たれ。そ

うすればだんだん壁の弱い所が見え、どこにぶつかれば壁の向こう側へ
通じるかも分かってくる。失敗を経験し克服することで、人間として大き
く成長できると思います。皆さんの将来に期待しています。

長谷川 光夫同窓会長 藤田 一樹ＰTA会長 （玖波中学校出身）

　3年生の皆さん、卒業おめでとうございます。
皆さんが18年前に誕生してから今まで、家族と
出会い、たくさんの友人、先生、地域の方々と出
会ってきたことと思います。一人で生きてきたよ
うで、実は色々な人に支えられてきた、あるいは

支えてきたことに気付くのではないでしょうか。高校を卒業するとまた
新たな出会いがたくさん待っています。一つ一つの偶然の出会いは必
然なのです。それに感謝し、自分の糧となるようにしていって欲しいと
願います。皆さんのこれからの活躍を期待します。出会いを大切に。

　ご卒業おめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。昨
年は、広島東洋カープ3連覇で大いに盛り上がりました。一方で
は、西日本豪雨災害で広島県内は甚大な被害が発生し、現在で
も復旧中の所や、いまだに手付かずの場所も多くあり日常生活
に支障を来している方もたくさんおられます。これから、皆さん
が人生を歩んでいく中で「自然災害」が“何時”“何処”で起こるか

予想がつきません。平素から自分の命は自分で守る事が一番重要です。次に、自分の安全を確
保した人たちの助け合いが大きな力になります。その為には家族、仲間、地域とのコミュニケー
ションを密にし「危機管理」活動を行う必要があると思います。これまでの災害においても、最も
多くの人命を救ったのは、地域の人たちの助け合いでした。どうか皆さん、これからの人生いろ
んな事が起こる事に、恐れず、ひるまず、前向きにチャレンジしてください。どんな経験も必ず皆
さんを育ててくれます。新たな門出に際し、更なる飛躍と今後のご活躍をお祈り致します。

贈ることば

やさ ひい

～愛すべき男子校最後のキミたちへ～

贈ることば

　みなさんが中学生だった頃、私は多くの中学校へ行き、次のような学
校紹介をしました。

　桜の花が満開の素晴らしい春に、皆さんは本校へ入学してくれまし
た。担任の先生は、ちょっと強面！？いや学年主任を始め、かなり怖い。そ
してアツい。それでも、男子校特有の遠慮のない、穏やかな高校生活を
みなさんは満喫していました。
　みなさんが2年生になった時、その日は突然やってきました。男女共学
という黒船来襲。真新しい黒っぽいスーツを着た、600人近い１歳年下
の後輩たちは、どこか自分たちより大人っぽく見えました。
　まさに驚愕の共学でした。
　0号館という、「そんな校舎あったんかい！」というような、とってもレトロな
校舎を改修し、みなさんはそこで学ぶことになりました。遥か彼方の1号
館では、鳥のさえずりのような女子生徒の声がこだまします。1年早く生ま
れた悔しさに、お母さんを少しだけ恨んだかもしれません。
　しかし、奇しくもその年、校庭西側の小川に棲みついたヌートリアだけ
は、みなさんを慰めてくれました。
　私はある生徒に聞きました。「おう！  共学になってどうや？」彼は間髪
入れず応えました。「別に、どうってことないっすよ。関係ないっすもん」みな
さんは、“男女共学何するものぞ！”という男子校のプライドと気概で、惑
わず、毅然として見えました･･･たぶん。ただ、私は見逃しませんでした。
体育祭で、2年生の男女混合二人三脚が始まったとき、楽しそうに肩を
組みながら二人三脚をする後輩たちを見て、微動だにせず、椅子に

座ったままフリーズしてしまったきみたちを････。
　私たちは、そんな幼いくらいに無邪気で、御茶目なみなさんが大好き
でした。私たちは、気持ちの良い挨拶ができる朗らかなみなさんが大好き
でした。この男子校での、掛け替えのない思い出や友情、そして成長を
誇りにしてください。
　みなさんの保護者の方で、本校の卒業生の方がおられます。ある
時、私にこんなことを仰いました。「先生、このあいだ、ワシの息子らに『男
子校最後の生徒として、有終の美を飾ってもらいたい』と言うてくれた
じゃろ。ワシはその言葉がメチャクチャ嬉しかったよ。感動したよ」男子校
は、みなさんのお父さんにとっても誇りなのです。
　これからは先の読めない時代だといわれます。グローバルな社会にな
るとも言われます。仕事の大半が、ロボットやＡＩに代わると言う人もいま
す。人生を生き抜くには、苦しいこと、悲しいこと、悔しいこと、泣きたいよう
な様 な々試練が訪れることでしょう。しかし、どんなときでも、男子校で培っ
た学び続ける姿勢や、一歩・二歩と前に踏み出す勇気、そして「朗らか
に、誠実に、しなやかに」生きることで、成長し、幸せに生きてください。
　幸せは、日常の中にあります。
　平成30年7月の豪雨災害で、私たちは学びました。
普通にご飯が食べられること　お風呂に入ることができること
布団で寝ることができること　学校で勉強できること
ともだちと語り合えること　当たり前の生活にこそ幸せがあるのです。
　また、人生には「堪らなく幸せな瞬間」も訪れます。皆さんのお母さんは、
皆さんが幼いころ、皆さんを抱き上げ、かすかなミルクの匂いを感じながら、
ほっぺたをすり合わせた時、堪らない幸せを感じられたことでしょう。皆さん
のお父さんは、皆さんが幼いころ、あぐらをかいた自分の膝に、みなさんを
チョコンと乗せ、その寝顔を見ながら晩酌をすることに、堪らない幸せを感
じられたことでしょう。親にとっては、みなさんを育てていくその過程こそが、人
生を生きる最大のモチベーションであった筈です。そして、まさに今、この瞬
間こそが、保護者の方 に々とっての「堪らなく幸せな瞬間」です。
　些細な日常に幸せを見出す感性を持ち、感謝し、その幸せを周りの
人たちに分け合い、持続可能な心温かい未来づくりに貢献する人に
なってください。
　最後になりますが、保護者の皆様、ご子息のご卒業、誠におめでとう
ございます。そして、このような素晴らしい生徒たちとの出会いを頂いたこ
とに、教職員一同感謝申し上げます。
　本日、みなさんの卒業をもちまして、広島工業大学高等学校、全日制
課程、男子校の幕を降ろします。

工大高校です。県内唯一、高校からの男子校です。

男子校はいいよ～っ、みんな！
何がいいって、、、、まず、女子がいない。
そもそも女子と男子とでは、精神的な成長の早さが違うと言われ
ているんだよね。だから、どうしても男子は、女子の冷静な視線に
萎縮してしまう。みんな、思い当る節、ありまくりだろ！？
その点、男子校は、伸び伸びと高校生活が過ごせます。

二つ目、男子校のいいところ。
中学校では、だいたい1クラスに男子は20人以下だよね。ところが
工大高校では、なんと1クラス40人全員が男子。ちなみに、隣の教
室も、その隣も、また上の階も下の階も全部、男子。何が言いたい
かっていうと、必ず自分と同じ匂いのする人に出会えるんだ。つま
り、必ず友達ができるということなんだね。

三つ目。男子ってのは、基本的に、何かに熱中すると周りが見えな
くなるというか、少し言いにくいけど、オタクというか･･･マニアと
いうか･･･そういう傾向があるんだよね。だけど安心してくれ、男子
校ではそれを“スペシャリスト”と呼ぶ。

卒業おめでとう！
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祝卒業

広島工業大学高等学校  校長   山口 健治

祝卒業
楽市 政彦 先生3学年 主任

　卒業おめでとうございます。皆さんは多くの節目を
体験できた学年です。工大高校としては男子校最後・
現制服最後の学年でした。そして平成として最後の
卒業生であり、また最後の新入生・新入社員となりま
す。これからの人生でも何度か節目があると思いま

すが、最初の大きな節目としては社会に出ることです。社会で通用するために
は、人生に対して夢を抱き、様々なことにチャレンジし、さらに礼儀やマナー、
感謝の心を持つことが大切です。これらを常に実行することによって、きっと
新たな節目に正面から向き合うことができると思います。これからの皆さん
の人生の飛躍を期待しています。

大川 博昭 先生3年1組 担任
　3年生の皆さん、卒業おめでとうございます。
時の経つのは早いもので、3年という年月が過ぎ
去って行きました。この3年間は、皆さんにとって
どのようなものでしたか。満足のいくことから、そ
うでないことまで、さまざまな出来事があったこ

とでしょう。それらを次に活かせれば、この3年間の高校生活が将来に役
立つものとなるのではないでしょうか。過去の経験を活かしながら、将来
を見据えて前に進んで行って下さい。

嶽 祥吾 先生3年2組 担任
　３年生の皆さん、卒業おめでとうございます。
今、それぞれの道を歩んでいく皆さんに次の言
葉を贈ります。「大切なことは、大志を抱き、それ
を成し遂げる技能と忍耐を持つことである。その
他はいずれも重要ではない。」皆さんも目標に向

かって自己を磨き、上手くいかないときほど粘り強く取り組むことのでき
る大人になってください。

河村 真司 先生3年3組 担任
　卒業おめでとうございます。これからの世界は、
「優秀」な人間が求められる時代になっていくと思
います。（読み方は「ユウシュウ」ではありませ
ん。）今までの価値観や固定観念、また宗教や国
籍、性差にとらわれることなく、ダイバーシティ

（多様性）を受容することが必要となってきます。そこで、「優しさが秀で
る」人間になってください。そして、その「優しさ」を持って、これからの世
界で活躍してくれることを心から願っています。

　 邦浩 先生3年4組 担任
　卒業おめでとうございます。高校３年間の良き
思い出、クラスやクラブの良き仲間、これまで出
会った人達を「宝物」としてこれからの人生を歩ん
でください。そして、ここまで育ててくれた人達に
「感謝」してほしいと思います。これから本当の意

味での勉強がはじまります。君たちの「夢」の実現に期待しています。“可
能性は無限大！”

玉井 尚樹 先生3年5組 担任
　３年生のみなさん、卒業おめでとう。君たちにこ
の言葉を贈ります。「為せば成る為さねば成らぬ
何事も成らぬは人の為さぬなりけり」　やればで
きる（可能性はある）やらなければできない（可能
性はない）「できない」というのは、やらないだけ

かもしれない。上杉鷹山（米沢藩主）の言葉です。「できん」「わからん」と
簡単に諦めずに、努力することが大事だと思います。未来の日本を支え
るのは君たちです。今後の活躍を期待しています。

只浦 名乃生徒会長
　3年生の皆さん、ご卒業おめでとうございま
す。2年間という短い時間でしたが、皆さんは私
たちにとって、とても尊敬することのできる先輩
方でした。先輩方の卒業で、男子校は最後となり
ますが、より活気にあふれる学校にしていきたい

と思います。皆さんはこれからそれぞれの道に進まれますが、挫折を恐
れずに、チャレンジ精神を持ち、人生を楽しんでいってください。最後
に、卒業生の皆さんのご健康とご活躍を在校生一同、心よりお祈り申し
上げます。

関根 浩司 先生3年6組 担任
　3年生の皆さん、卒業おめでとうございます。
皆さんにとっての高校3年間はどのような3年間
だったでしょうか？クラブに情熱を注いだり、勉強
に励んだり、学校行事に意欲的に取り組んだり、
修学旅行やクラスでの楽しい思い出だったり、と

様々な思いが詰まった充実した3年間だったのではないでしょうか？そし
て、この3年間は間違いなく君たちのこれからの人生の礎（物事の基礎
となる大切なもの）となることでしょう。最後に一言『成功者になろうとす
るのではなく、価値のある人間になろうとしなさい。』

高木 一宏 先生3年7組 担任
　3年生のみなさん、卒業おめでとうございます。みなさ
んはこれからそれぞれの道に進み、数々の困難や壁にぶ
つかり、達成したい目標や夢を実現する為に大きな努力
を必要とする時があるでしょう。「勝負の神様は細部に宿
る」私の好きな言葉です。何かの「目標」や「勝負」に挑む

過程で、いかに小さなことの積み重ねを大切にしてきたかという点が勝負の命運を
握るという考えです。「これくらいでいいや」「まぁ大丈夫だろう」という気の緩みは必
ず好機を逃すでしょう。失敗することもたくさんあると思いますが、歯を食いしばり
何度も立ち上がってください。高校を卒業するみなさんはもう立派な「大人」であり、
男子校出身の「男」です。自分で自分の道を拓き、素晴らしい人生を送ってください。

大谷 直幹 先生3年8組 担任
　卒業おめでとうございます。卒業する君たちに
『若いうちは失敗し何度も壁にぶち当たれ』と言
う言葉を贈りたいと思います。簡単に手に入れる
ものはたやすく失われる。壁に跳ね返されたら、
その数を上回る回数、さらに壁にぶち当たれ。そ

うすればだんだん壁の弱い所が見え、どこにぶつかれば壁の向こう側へ
通じるかも分かってくる。失敗を経験し克服することで、人間として大き
く成長できると思います。皆さんの将来に期待しています。

長谷川 光夫同窓会長 藤田 一樹ＰTA会長 （玖波中学校出身）

　3年生の皆さん、卒業おめでとうございます。
皆さんが18年前に誕生してから今まで、家族と
出会い、たくさんの友人、先生、地域の方々と出
会ってきたことと思います。一人で生きてきたよ
うで、実は色々な人に支えられてきた、あるいは

支えてきたことに気付くのではないでしょうか。高校を卒業するとまた
新たな出会いがたくさん待っています。一つ一つの偶然の出会いは必
然なのです。それに感謝し、自分の糧となるようにしていって欲しいと
願います。皆さんのこれからの活躍を期待します。出会いを大切に。

　ご卒業おめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。昨
年は、広島東洋カープ3連覇で大いに盛り上がりました。一方で
は、西日本豪雨災害で広島県内は甚大な被害が発生し、現在で
も復旧中の所や、いまだに手付かずの場所も多くあり日常生活
に支障を来している方もたくさんおられます。これから、皆さん
が人生を歩んでいく中で「自然災害」が“何時”“何処”で起こるか

予想がつきません。平素から自分の命は自分で守る事が一番重要です。次に、自分の安全を確
保した人たちの助け合いが大きな力になります。その為には家族、仲間、地域とのコミュニケー
ションを密にし「危機管理」活動を行う必要があると思います。これまでの災害においても、最も
多くの人命を救ったのは、地域の人たちの助け合いでした。どうか皆さん、これからの人生いろ
んな事が起こる事に、恐れず、ひるまず、前向きにチャレンジしてください。どんな経験も必ず皆
さんを育ててくれます。新たな門出に際し、更なる飛躍と今後のご活躍をお祈り致します。

贈ることば

やさ ひい

～愛すべき男子校最後のキミたちへ～

贈ることば

　みなさんが中学生だった頃、私は多くの中学校へ行き、次のような学
校紹介をしました。

　桜の花が満開の素晴らしい春に、皆さんは本校へ入学してくれまし
た。担任の先生は、ちょっと強面！？いや学年主任を始め、かなり怖い。そ
してアツい。それでも、男子校特有の遠慮のない、穏やかな高校生活を
みなさんは満喫していました。
　みなさんが2年生になった時、その日は突然やってきました。男女共学
という黒船来襲。真新しい黒っぽいスーツを着た、600人近い１歳年下
の後輩たちは、どこか自分たちより大人っぽく見えました。
　まさに驚愕の共学でした。
　0号館という、「そんな校舎あったんかい！」というような、とってもレトロな
校舎を改修し、みなさんはそこで学ぶことになりました。遥か彼方の1号
館では、鳥のさえずりのような女子生徒の声がこだまします。1年早く生ま
れた悔しさに、お母さんを少しだけ恨んだかもしれません。
　しかし、奇しくもその年、校庭西側の小川に棲みついたヌートリアだけ
は、みなさんを慰めてくれました。
　私はある生徒に聞きました。「おう！  共学になってどうや？」彼は間髪
入れず応えました。「別に、どうってことないっすよ。関係ないっすもん」みな
さんは、“男女共学何するものぞ！”という男子校のプライドと気概で、惑
わず、毅然として見えました･･･たぶん。ただ、私は見逃しませんでした。
体育祭で、2年生の男女混合二人三脚が始まったとき、楽しそうに肩を
組みながら二人三脚をする後輩たちを見て、微動だにせず、椅子に

座ったままフリーズしてしまったきみたちを････。
　私たちは、そんな幼いくらいに無邪気で、御茶目なみなさんが大好き
でした。私たちは、気持ちの良い挨拶ができる朗らかなみなさんが大好き
でした。この男子校での、掛け替えのない思い出や友情、そして成長を
誇りにしてください。
　みなさんの保護者の方で、本校の卒業生の方がおられます。ある
時、私にこんなことを仰いました。「先生、このあいだ、ワシの息子らに『男
子校最後の生徒として、有終の美を飾ってもらいたい』と言うてくれた
じゃろ。ワシはその言葉がメチャクチャ嬉しかったよ。感動したよ」男子校
は、みなさんのお父さんにとっても誇りなのです。
　これからは先の読めない時代だといわれます。グローバルな社会にな
るとも言われます。仕事の大半が、ロボットやＡＩに代わると言う人もいま
す。人生を生き抜くには、苦しいこと、悲しいこと、悔しいこと、泣きたいよう
な様 な々試練が訪れることでしょう。しかし、どんなときでも、男子校で培っ
た学び続ける姿勢や、一歩・二歩と前に踏み出す勇気、そして「朗らか
に、誠実に、しなやかに」生きることで、成長し、幸せに生きてください。
　幸せは、日常の中にあります。
　平成30年7月の豪雨災害で、私たちは学びました。
普通にご飯が食べられること　お風呂に入ることができること
布団で寝ることができること　学校で勉強できること
ともだちと語り合えること　当たり前の生活にこそ幸せがあるのです。
　また、人生には「堪らなく幸せな瞬間」も訪れます。皆さんのお母さんは、
皆さんが幼いころ、皆さんを抱き上げ、かすかなミルクの匂いを感じながら、
ほっぺたをすり合わせた時、堪らない幸せを感じられたことでしょう。皆さん
のお父さんは、皆さんが幼いころ、あぐらをかいた自分の膝に、みなさんを
チョコンと乗せ、その寝顔を見ながら晩酌をすることに、堪らない幸せを感
じられたことでしょう。親にとっては、みなさんを育てていくその過程こそが、人
生を生きる最大のモチベーションであった筈です。そして、まさに今、この瞬
間こそが、保護者の方 に々とっての「堪らなく幸せな瞬間」です。
　些細な日常に幸せを見出す感性を持ち、感謝し、その幸せを周りの
人たちに分け合い、持続可能な心温かい未来づくりに貢献する人に
なってください。
　最後になりますが、保護者の皆様、ご子息のご卒業、誠におめでとう
ございます。そして、このような素晴らしい生徒たちとの出会いを頂いたこ
とに、教職員一同感謝申し上げます。
　本日、みなさんの卒業をもちまして、広島工業大学高等学校、全日制
課程、男子校の幕を降ろします。

工大高校です。県内唯一、高校からの男子校です。

男子校はいいよ～っ、みんな！
何がいいって、、、、まず、女子がいない。
そもそも女子と男子とでは、精神的な成長の早さが違うと言われ
ているんだよね。だから、どうしても男子は、女子の冷静な視線に
萎縮してしまう。みんな、思い当る節、ありまくりだろ！？
その点、男子校は、伸び伸びと高校生活が過ごせます。

二つ目、男子校のいいところ。
中学校では、だいたい1クラスに男子は20人以下だよね。ところが
工大高校では、なんと1クラス40人全員が男子。ちなみに、隣の教
室も、その隣も、また上の階も下の階も全部、男子。何が言いたい
かっていうと、必ず自分と同じ匂いのする人に出会えるんだ。つま
り、必ず友達ができるということなんだね。

三つ目。男子ってのは、基本的に、何かに熱中すると周りが見えな
くなるというか、少し言いにくいけど、オタクというか･･･マニアと
いうか･･･そういう傾向があるんだよね。だけど安心してくれ、男子
校ではそれを“スペシャリスト”と呼ぶ。

卒業おめでとう！
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　1年3組はジェットコースターを作るにあたって、約3週間前には割
り箸を使って模型を作り始めました。その後、設計図を作って、実際に
人が乗るジェットコースターとなるレールを作りました。ジェットコー
スターは脱線などをして、お客さんにけがをさせてはならないので、
寸法には特に注意し、丁寧に製作していきました。だから、時間はとて
もかかり、毎日放課後に何人か残って少しずつ進めていきました。当
日、壊れたり、脱線したりすることなく最後まで運営することができた
のは、3組の団結力のおかげだと思います。学校祭で、3組全員で最
優秀賞を取ることができて、とても嬉しかったです。

1年3組
「“ガタンゴトン”工大高スター」

　私は、「Fair Trade」についてLHRやとびだせ青春で学び、フィールドワークに
も参加し、夏休み課題でより深めていきました。知っていると思って、目をそらし
て、でも本当は知らなくて。世界には、私たちのように学校に通い、３食食べること
ができる…そんな生活が当たり前ではない人がたくさんいることに驚き、ショック
でした。私は時々学校に行きたくないと思ってしまうこと、ごはんを残してしまうこ
とに恥ずかしさを感じました。そのような学びを形にできたのが、今回のクラス展
示でした。前日に完成したものを見たとき、できないことなんてないと思えるほど
の達成感を味わえました。学校祭では、私たち９組の学んだことをたくさんの人に
つなげることができたと思います。学んだことを「学び」で終わらせるのではなく、
生活に「つなぐ」ことはとても大切だということに気づくことができました。

2年9組 「What is Fair Trade?」

　今回の発表は新吹奏楽部になって、初めてのステージでした。難
しい曲もたくさんあり、曲を仕上げるのにかなり時間がかかってし
まいました。本番では、不安と緊張で演奏するのに精いっぱいだった
けれど、無事成功することができました。多くのステージ発表の中で
最優秀賞をいただけたこと、演奏後に保護者の方から「すごくよかっ
たよ。」と言っていただけたことは、本当にうれしかったです。この学
校祭でとても良いスタートがきれたと思うので、これからも頑張っ
ていきたいです。

吹奏楽部「Autumn Concert」

　11月3日に行われた学校祭で、私たちのクラスの「カラフルお馬さんメリー
ゴーランド」が最優秀賞に選ばれました。私は設計班としてクラスメイトとともに、
土台の設計や買い出し、馬の配置などに携わりました。土台の設計は思いのほか
難しく、設計図を何度も何度も書き直す日々が続き、「本当に完成するのだろう
か」と不安でした。結局、土台が完成したのは2日前。そこで、体育祭を制覇した我
らが5組の団結力が発揮され、前日の夜7時過ぎにようやく完成し、クラスは安堵
の雰囲気に包まれました。当日は、多くの子ども連れの方や中高生に来ていただ
き、メリーゴーランドやインスタ映えを楽しんでいただけました。とても良い経験
になりました。

2年5組　柿田 光柄 （国泰寺中学校出身） 2年1組　木山 実咲 （四季が丘中学校出身）

2年5組 
「２の５ カラフルお馬さんメリーゴーランド 」

1年3組　田室 友唯 （五日市南中学校出身）

1年3組　難波 杏歌 （伴中学校出身）

2年9組　栗栖 歩乃花 （大野中学校出身）

たくさんの
人に

ご来場いた
だきました

！

最優秀賞

A
工作・創作

部門

最優秀賞

B
展　示
部門

最優秀賞

C
イベント
部門

最優秀賞

D
ステージ
部門

11月3日（土）

学校祭
～つなぐ～

第57回

平成30年度学校祭の
テーマは「つなぐ」です。 
男女共学再開2年目を迎えたと同時に
男子校最後の年にもなりました。

広島工業大学高等学校
Ａ　工作・創作部門

 Ⅰ-１ 森田先生クエスト

 Ⅰ-２ 僕たちのダウンタウンmovie

 Ⅰ-３ “ガタンゴトン”工大高（コー）スター

 Ⅰ-４ 縦の糸はあなた、横の糸は4組

 Ⅰ-６ ❆.*..ラプンツェル..*.❆

 Ⅰ-７ よしもとTrainワールド

 Ⅰ-８ 108ミヤチズ

 Ⅰ-９ 1の9gram

 Ⅰ-11 工大門

 Ⅱ-12 懐かしのGUNDAM

 Ⅱ-14 ぶんぶんコーヒーカップinいの園地

 美術工芸部 ポスターがデッカクなっちゃった！？

Ｄ　ステージ部門
 吹奏楽部 Autumn Concert

 ダンス部 Autumn Stage

 1年有志 みるきぃ

 1年有志 5組girls

 2年有志 ７songs

 2年有志 あんまさい

 2年有志 RD3

 3年有志 UNITY

 3年有志 少林寺拳法士

 3年有志 Mitsuki.T & Takumi.M（M.T.T.M）

Ｂ　展示部門
 Ⅰ-５ 古今東西、子どもの遊び

 Ⅰ-10 We are the world with bar

 Ⅱ-２ Virtual Planet Reality

 Ⅱ-３ 世界をつなぐアパシー　修学旅行・国際交流

 Ⅱ-７ 顔はぎの館　～あなたの顔、ちょうだい～

 Ⅱ-８ カワハランドでミュージックビデオ上映！

 Ⅱ-９ What is Fair Trade?

 写真部 写真展　～命の輝き～

 日本文化部 ＊おもてなし＊　－茶道・華道－

 英会話部 映画を通して文化を学ぶ！

 NZ語学研修 NZ語学研修発表会

 1年美術 1年生美術展示

 2年ＬＳ The Life Skills Challenge

 3年探求 ４つの窓から科学にトライ

Ｃ　イベント部門
 Ⅱ-１ （たま）２

 Ⅱ-４ Haunted House Ⅱ-４

 Ⅱ-５ ２の５　カラフルお馬さんメリーゴーランド

 Ⅱ-６ リアル脱出ゲーム『THRILL1』

 Ⅱ-10 カジノ

 Ⅱ-11 山野縁日王国

 Ⅱ-13 縁日

 未来デザイン部 未来デザインプロジェクト

 図書委員会 第4回　学校祭ビブリオバトル

コー

E　模擬店部門
 Ⅲ-1 あげあげ太郎　(揚げもみじ）

 Ⅲ-2 君のチュロスを食べたい

 Ⅲ-3 アス押忍おいしい＆敏感RｙGN

 Ⅲ-4 焼そば　パラダイス！

 Ⅲ-5 串焼き 玉ちゃん

 Ⅲ-6 揚げアイス

 Ⅲ-7 かず兄のから揚げ＆コロッケ

 Ⅲ-8 おーおい！なお吉(焼き鳥）

 野球部 100円均一　(お茶・ジュース）

 サッカー部 フランクフルト王国！

 柔道部 パティスリー「D」

 馬術部 馬に乗るだけが馬術ではない・・・。　(ベビーカステラ）

 1年PTA もちまえの粘りでGOGO!　(餅つき・コーヒー）

 2年PTA 魅惑の熟カレー

 3年PTA 広工大高 最後の男子校ラーメン
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　1年3組はジェットコースターを作るにあたって、約3週間前には割
り箸を使って模型を作り始めました。その後、設計図を作って、実際に
人が乗るジェットコースターとなるレールを作りました。ジェットコー
スターは脱線などをして、お客さんにけがをさせてはならないので、
寸法には特に注意し、丁寧に製作していきました。だから、時間はとて
もかかり、毎日放課後に何人か残って少しずつ進めていきました。当
日、壊れたり、脱線したりすることなく最後まで運営することができた
のは、3組の団結力のおかげだと思います。学校祭で、3組全員で最
優秀賞を取ることができて、とても嬉しかったです。

1年3組
「“ガタンゴトン”工大高スター」

　私は、「Fair Trade」についてLHRやとびだせ青春で学び、フィールドワークに
も参加し、夏休み課題でより深めていきました。知っていると思って、目をそらし
て、でも本当は知らなくて。世界には、私たちのように学校に通い、３食食べること
ができる…そんな生活が当たり前ではない人がたくさんいることに驚き、ショック
でした。私は時々学校に行きたくないと思ってしまうこと、ごはんを残してしまうこ
とに恥ずかしさを感じました。そのような学びを形にできたのが、今回のクラス展
示でした。前日に完成したものを見たとき、できないことなんてないと思えるほど
の達成感を味わえました。学校祭では、私たち９組の学んだことをたくさんの人に
つなげることができたと思います。学んだことを「学び」で終わらせるのではなく、
生活に「つなぐ」ことはとても大切だということに気づくことができました。

2年9組 「What is Fair Trade?」

　今回の発表は新吹奏楽部になって、初めてのステージでした。難
しい曲もたくさんあり、曲を仕上げるのにかなり時間がかかってし
まいました。本番では、不安と緊張で演奏するのに精いっぱいだった
けれど、無事成功することができました。多くのステージ発表の中で
最優秀賞をいただけたこと、演奏後に保護者の方から「すごくよかっ
たよ。」と言っていただけたことは、本当にうれしかったです。この学
校祭でとても良いスタートがきれたと思うので、これからも頑張っ
ていきたいです。

吹奏楽部「Autumn Concert」

　11月3日に行われた学校祭で、私たちのクラスの「カラフルお馬さんメリー
ゴーランド」が最優秀賞に選ばれました。私は設計班としてクラスメイトとともに、
土台の設計や買い出し、馬の配置などに携わりました。土台の設計は思いのほか
難しく、設計図を何度も何度も書き直す日々が続き、「本当に完成するのだろう
か」と不安でした。結局、土台が完成したのは2日前。そこで、体育祭を制覇した我
らが5組の団結力が発揮され、前日の夜7時過ぎにようやく完成し、クラスは安堵
の雰囲気に包まれました。当日は、多くの子ども連れの方や中高生に来ていただ
き、メリーゴーランドやインスタ映えを楽しんでいただけました。とても良い経験
になりました。

2年5組　柿田 光柄 （国泰寺中学校出身） 2年1組　木山 実咲 （四季が丘中学校出身）

2年5組 
「２の５ カラフルお馬さんメリーゴーランド 」

1年3組　田室 友唯 （五日市南中学校出身）

1年3組　難波 杏歌 （伴中学校出身）

2年9組　栗栖 歩乃花 （大野中学校出身）

たくさんの
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だきました
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10月の1・3年生に続き、2年生について実施しました。2018年度は、男子生徒が参加するソフトボール・サッカー、
女子生徒が参加するソフトバレーボールに加え、男女問わず参加のできるオセロが競技として加わりました。

クラスマッチ
C L A S S  M A T C H  2 0 1 8

講話のよなか
こ う わ

12月15日（土）

　今年のクラスマッチは、今までで一番思い出に残るものになりました。もちろん
優勝できたということが大きいですが、みんなで声を掛け合い、励まし合い、最後ま
で集中できたからだと思います。当日はコートの中にいるメンバーだけでなく、横に
いる仲間から大きな声がよく聞こえました。2組の強さはそこにあったと思います。
予選リーグも決勝トーナメントも相手チームが強くて、点差が開いてしまったことも
ありました。しかし、仲間からの応
援とチームでの掛け声が力となり、
優勝につながりました。体育祭、学
校祭、クラスマッチと色々な行事を
経験して、もうこのクラスでの行事
は無いんだなと考えると、寂しくな
るくらい最高のメンバーでした。あ
とは全員で勉強を頑張ります！

2年2組 
中越 皓子（川下中学校出身）

ソフトバレー
　今回のクラスマッチでは、１１組は優勝できないと周りの人たちに言われて
いました。そこで、体育の授業で練習を重ねて頑張ってきました。準決勝では、
前半に2点決められ、全員が下を向いているときに、先生や応援に来てくれた
人たちが、「諦めるな！」と声を掛けてくれました。後半戦前に全員で円陣を組
み、気合を入れ直してのスタート。1点、2点と立て続けにゴールを決め、逆転
勝利することができました。この
時、クラス全員が一致団結して、一
つになれたと思いました。昨年も
優勝して、感想文に「来年も優勝し
たい。」と書いたことを、実行でき
て、とても嬉しかったです。来年は、
3年生となり、最後のクラスマッチ
になります。絶対に優勝します。

2年11組
切畑 楓太 （東原中学校出身）

サッカー

　私たちは、前日からみんなで優勝しようと話し合い、気合十分で当日に挑み
ました。気合が入り過ぎ、初戦からとても緊張していましたが、全員で声を出し
合い、協力して決勝まで進むことができました。決勝戦では、試合前に円陣を
組み、「楽しんでやれることをやろう。」と話しました。その結果、全員で気持ち
を一つにして楽しむことができ、優勝につなげることが出来ました。9組で過ご
す時間はかなり限られてはいま
すが、クラスの仲はクラスマッチ
を通して深まったので、これから
も全員で協力し、最後には一人
一人が「9組でよかった。」と思え
るようなクラスにしていきたい
です。

2年9組 
中間 壮史（翠町中学校出身）

ソフトボール

　この全国大会に出場できたことは、私たちにとって
大きな成長につながりました。大会に出場するにあた
り、たくさん話し合ったり、基礎練習を強化したり、部
活以外の時間も使ってできるだけ練習に励んだこと
で、部員の団結力も深まりました。本番では、普段目
にすることができない全国レベルの演技から多くを
学び、自分たちの演技にもいい緊張感を持って臨む
ことができました。今回の経験を活かし、より良い表
現ができるよう、さらに頑張っていきたいです。

2年4組 田平 七彩 （廿日市中学校出身）

　今回のクラスマッチでは、見事オセロで優勝できました。その勝因は、誰かひ
とりのおかげというものではありません。一人一人が知略を尽くし、対局中、常
に最善の一手を探し続けてくれたおかげだと思います。私は本番に向け、数週
間前から友人と練習を始め、その奥深さに何度も驚かされました。優勝を目指
して、どの相手も真剣に対局してくださり、毎回気持ちよく勝負ができたので、
とても良かったと思います。今回
のクラスマッチは、チームメン
バー、対局相手、応援してくれた
人たち、すべての人に感謝で
いっぱいです。ありがとうござい
ました。

2年1組
山﨑 比加瑠 （五日市南中学校出身）

2年1組
福島 拓巳 （豊浜中学校出身）

2年2組
中原 実華 （宇品中学校出身）

3年7組
二井原 唯斗 （庚午中学校出身）

3年4組
今井 心太 （廿日市中学校出身）

2年1組
林　花鈴 （庚午中学校出身）

オ セ ロ

●コーヒー輸入販売店経営
間違いを恐れずに他の正解を見つけるとい
う姿勢や、小売りにおける心のやりとりな
ど、物事に対する意外性を見出す頭の回転
が社会で求められているのだと感じました。

●看護師
患者さんのお世話、医師との協働、なによ
り人間の生死について深く考える仕事で
あることが分かりました。

●消防士
救助活動がうまくいかなかったとき、自分
がもっと速く対処できていたら、もっと早く
準備できていたら。自分に厳しくあらねば
ならない仕事なのだと痛感した。

●銀行員
銀行業務の種類と内容だけでなく、自分た
ちのこの先の人生に関わることもたくさん
教えていただきました。

●調理師
まず何事にもあいさつや返事が大切なこ
と、努力は才能に勝ることを実感しました。

●Webデザイン・グラフィックデザイン
自分の将来について想像し、創造していく
ことが大切。という言葉はとても印象深く、
想像を想像のままでとどめず、きちんと実
行して創造、つまり自分の未来を作ってい
くことが大切だと感じました。

●自衛官
きつい訓練や厳しいこともあるけれど、そ
れ以上にやりがいを感じる仕事だと思った。

●警察官
講師の方のお父様の会社が暴力団被害に遭
われたことから、警察官になられたそうだ。

●警察犬訓練士
きつい・辛いはどの道に進んでもついてく
るもの。それを理由に夢をあきらめてほし
くない。との言葉が胸に残った。

●ツアーコンダクター
すごくやりがいがあって楽しい仕事です
が、旅行が好きな人には向いていないとの
ことでした。これを聞いたときは衝撃を受
けました。

●製パン
なりたい自分に今の自分からちょっとずつ
埋めていく。働くことは成長につながるか
ら目的（夢）を持つことが大切、とのこと
だった。

●ウェディングプランナー
全く知らなかった二人の結婚式を挙げるた
め、話をして、沢山の提案をしていく。全力
でその人に尽くすというのは素敵なことと
思った。

●引っ越し業者
感謝の気持ちを持ち続けることの大切さ
を学びました。もう一つは自分に合った何
かを見つけること。

●JICA(青年海外協力隊)職員
開発途上国で専門知識をいかしたボラン
ティア活動。大切なのは「困難を楽しむ
力」。どんなにつらい時でもそれを楽しもう
とする気持ちが必要だそうだ。

●スポーツインストラクター
体を動かすことだけかと思ったら、ジムの
機械修理、会員登録の手続き、カルテ作り、
書類整理もあるそうだ。

●水族館飼育員
水槽をきれいにする、餌をやる。そんな仕
事かと思ったら、自分たちで生き物を採集
する、運ぶ、さらにグッズのデザインや
ホームページの更新など、生き物と直接
関係のない仕事までされていたのは驚き
だった。

●建築士
どんな仕事だろうと、知識とコミュニケー
ションが必要なことがよくわかった。努力す
ること、思い立ったら動くこと（行動力）を
磨いていこうと思う。

●アナウンサー
ひとつの番組にどれだけの人が関わってい
るのか、番組の運営事情など普段聞くこと
のできないお話を伺うことができた。個性
を自分の欠点と決めつけず、他の人にない
武器にする。物事を多面的に見ることの重
要性も実感した。

●イラストレーター
デジタルの活用で、紙に直接描くイラスト
とは違う色味やぼかしができると知った。
自分も専用アプリで描いてみたくなった。

●自動車製造
成功の反対は失敗ではない。何もしないこ
と。失敗を恐れず挑戦すること、最後まで
やり続けることの大切さを体験をもとにお
話くださいました。

講演会を聞いて、性は多様なのだというこ
とを理解しました。人にはいろいろな性が
あるこということは当たり前だし、誰を好き
になろうが個人の自由であるということは
とても大事な考え方だと思いました。

健康教育講演会

世界中には自分が今まで思っていたよりも
はるかに多くの人が自分の性についての悩
みを持っていることを知りました。世の中に
はいろいろな人がいて、誰一人として否定
や差別が起きてはいけないと感じました。

初めて会う私たちに堂々と自分の「性」を
公言できる眞野先生がカッコよく見えまし
た。現在「性」についての多様性は社会に
浸透されつつあるけれど、実際にまだ偏見
は無くならない印象はぬぐえません。私は
もしそのような人たちと出会ったら、ちゃん
と理解してあげたいし話をちゃんと聞いて
あげたいです。

LGBTなどの人は身近にもいるということ
を知って簡単に差別的な言葉をかけては
いけないと思った。言葉の重みを知った。
人それぞれによって、好きな異性や同性も
違い、心の性も体の性とは違うなど、みん
な違って同じ人はいない。これから将来、
同性愛者の人がカミングアウトしにくい環
境や同性愛者の人に対しての偏見を無く
すことができるような社会したいと思った。

今回の講演はとても興味深い内容で、勉
強になりました。人の性、愛の形は十人十
色で、LGBTとはその人が持っている個性
の一つにすぎず、不思議なものでも特別
なものでも何でもないのだと思いまし
た。その個性を否定して異常であると非
難する人はそうすることで自分が正常で
あると思い込みたいのかもしれません
ね。同じ人間であるのに差別や偏見は絶
えない、やるせない気分になります。みん
なが認め合える社会にしたいです。

その道のプロとして活躍される20人の方にお越しいただき、お話を伺いました。
どの先生も生徒に近く、生き生きとしたコミュニケーションがとられていました。そのため、生徒たちの胸に大きく感じるところがあったようです。

1年生対象

2・3年生
対象

講演をしてくださったのは、日本学術振興会特別研究員PD で
広島修道大学非常勤講師もされている 眞野 豊 先生です。
眞野先生はご自身も同性愛者であることを公言しながら
公立中学校へ6年間勤務し、性的マイノリティの人権を題材とした
道徳の授業や教職員へ向けた研修を行ってこられた方です。
今回してくださった講演のテーマは

「性はグラデーション-多様な”私たちの性”と人権-」です。
「体の性・心の性・好きになる性といった私たちの性は
どれも人権であり、誰にも侵害されてはならないものである」など、
講演を聞いて生徒のみなさんの印象に残った言葉は多くあったようです。

11月28日（水）・12月13日（木）Dance Drill Winter Cup 2019 第10回全国高等学校ダンスドリル冬季大会
HIPHOP男女混成Medium部門　第3位

ダンス部 全国大会3位入賞 1月18日(金)・19日(土)
武蔵野の森総合スポーツプラザ
（東京都調布市）にて

2 年生
11月20日（火）
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10月の1・3年生に続き、2年生について実施しました。2018年度は、男子生徒が参加するソフトボール・サッカー、
女子生徒が参加するソフトバレーボールに加え、男女問わず参加のできるオセロが競技として加わりました。

クラスマッチ
C L A S S  M A T C H  2 0 1 8

講話のよなか
こ う わ

12月15日（土）

　今年のクラスマッチは、今までで一番思い出に残るものになりました。もちろん
優勝できたということが大きいですが、みんなで声を掛け合い、励まし合い、最後ま
で集中できたからだと思います。当日はコートの中にいるメンバーだけでなく、横に
いる仲間から大きな声がよく聞こえました。2組の強さはそこにあったと思います。
予選リーグも決勝トーナメントも相手チームが強くて、点差が開いてしまったことも
ありました。しかし、仲間からの応
援とチームでの掛け声が力となり、
優勝につながりました。体育祭、学
校祭、クラスマッチと色々な行事を
経験して、もうこのクラスでの行事
は無いんだなと考えると、寂しくな
るくらい最高のメンバーでした。あ
とは全員で勉強を頑張ります！

2年2組 
中越 皓子（川下中学校出身）

ソフトバレー
　今回のクラスマッチでは、１１組は優勝できないと周りの人たちに言われて
いました。そこで、体育の授業で練習を重ねて頑張ってきました。準決勝では、
前半に2点決められ、全員が下を向いているときに、先生や応援に来てくれた
人たちが、「諦めるな！」と声を掛けてくれました。後半戦前に全員で円陣を組
み、気合を入れ直してのスタート。1点、2点と立て続けにゴールを決め、逆転
勝利することができました。この
時、クラス全員が一致団結して、一
つになれたと思いました。昨年も
優勝して、感想文に「来年も優勝し
たい。」と書いたことを、実行でき
て、とても嬉しかったです。来年は、
3年生となり、最後のクラスマッチ
になります。絶対に優勝します。

2年11組
切畑 楓太 （東原中学校出身）

サッカー

　私たちは、前日からみんなで優勝しようと話し合い、気合十分で当日に挑み
ました。気合が入り過ぎ、初戦からとても緊張していましたが、全員で声を出し
合い、協力して決勝まで進むことができました。決勝戦では、試合前に円陣を
組み、「楽しんでやれることをやろう。」と話しました。その結果、全員で気持ち
を一つにして楽しむことができ、優勝につなげることが出来ました。9組で過ご
す時間はかなり限られてはいま
すが、クラスの仲はクラスマッチ
を通して深まったので、これから
も全員で協力し、最後には一人
一人が「9組でよかった。」と思え
るようなクラスにしていきたい
です。

2年9組 
中間 壮史（翠町中学校出身）

ソフトボール

　この全国大会に出場できたことは、私たちにとって
大きな成長につながりました。大会に出場するにあた
り、たくさん話し合ったり、基礎練習を強化したり、部
活以外の時間も使ってできるだけ練習に励んだこと
で、部員の団結力も深まりました。本番では、普段目
にすることができない全国レベルの演技から多くを
学び、自分たちの演技にもいい緊張感を持って臨む
ことができました。今回の経験を活かし、より良い表
現ができるよう、さらに頑張っていきたいです。

2年4組 田平 七彩 （廿日市中学校出身）

　今回のクラスマッチでは、見事オセロで優勝できました。その勝因は、誰かひ
とりのおかげというものではありません。一人一人が知略を尽くし、対局中、常
に最善の一手を探し続けてくれたおかげだと思います。私は本番に向け、数週
間前から友人と練習を始め、その奥深さに何度も驚かされました。優勝を目指
して、どの相手も真剣に対局してくださり、毎回気持ちよく勝負ができたので、
とても良かったと思います。今回
のクラスマッチは、チームメン
バー、対局相手、応援してくれた
人たち、すべての人に感謝で
いっぱいです。ありがとうござい
ました。

2年1組
山﨑 比加瑠 （五日市南中学校出身）

2年1組
福島 拓巳 （豊浜中学校出身）

2年2組
中原 実華 （宇品中学校出身）

3年7組
二井原 唯斗 （庚午中学校出身）

3年4組
今井 心太 （廿日市中学校出身）

2年1組
林　花鈴 （庚午中学校出身）

オ セ ロ

●コーヒー輸入販売店経営
間違いを恐れずに他の正解を見つけるとい
う姿勢や、小売りにおける心のやりとりな
ど、物事に対する意外性を見出す頭の回転
が社会で求められているのだと感じました。

●看護師
患者さんのお世話、医師との協働、なによ
り人間の生死について深く考える仕事で
あることが分かりました。

●消防士
救助活動がうまくいかなかったとき、自分
がもっと速く対処できていたら、もっと早く
準備できていたら。自分に厳しくあらねば
ならない仕事なのだと痛感した。

●銀行員
銀行業務の種類と内容だけでなく、自分た
ちのこの先の人生に関わることもたくさん
教えていただきました。

●調理師
まず何事にもあいさつや返事が大切なこ
と、努力は才能に勝ることを実感しました。

●Webデザイン・グラフィックデザイン
自分の将来について想像し、創造していく
ことが大切。という言葉はとても印象深く、
想像を想像のままでとどめず、きちんと実
行して創造、つまり自分の未来を作ってい
くことが大切だと感じました。

●自衛官
きつい訓練や厳しいこともあるけれど、そ
れ以上にやりがいを感じる仕事だと思った。

●警察官
講師の方のお父様の会社が暴力団被害に遭
われたことから、警察官になられたそうだ。

●警察犬訓練士
きつい・辛いはどの道に進んでもついてく
るもの。それを理由に夢をあきらめてほし
くない。との言葉が胸に残った。

●ツアーコンダクター
すごくやりがいがあって楽しい仕事です
が、旅行が好きな人には向いていないとの
ことでした。これを聞いたときは衝撃を受
けました。

●製パン
なりたい自分に今の自分からちょっとずつ
埋めていく。働くことは成長につながるか
ら目的（夢）を持つことが大切、とのこと
だった。

●ウェディングプランナー
全く知らなかった二人の結婚式を挙げるた
め、話をして、沢山の提案をしていく。全力
でその人に尽くすというのは素敵なことと
思った。

●引っ越し業者
感謝の気持ちを持ち続けることの大切さ
を学びました。もう一つは自分に合った何
かを見つけること。

●JICA(青年海外協力隊)職員
開発途上国で専門知識をいかしたボラン
ティア活動。大切なのは「困難を楽しむ
力」。どんなにつらい時でもそれを楽しもう
とする気持ちが必要だそうだ。

●スポーツインストラクター
体を動かすことだけかと思ったら、ジムの
機械修理、会員登録の手続き、カルテ作り、
書類整理もあるそうだ。

●水族館飼育員
水槽をきれいにする、餌をやる。そんな仕
事かと思ったら、自分たちで生き物を採集
する、運ぶ、さらにグッズのデザインや
ホームページの更新など、生き物と直接
関係のない仕事までされていたのは驚き
だった。

●建築士
どんな仕事だろうと、知識とコミュニケー
ションが必要なことがよくわかった。努力す
ること、思い立ったら動くこと（行動力）を
磨いていこうと思う。

●アナウンサー
ひとつの番組にどれだけの人が関わってい
るのか、番組の運営事情など普段聞くこと
のできないお話を伺うことができた。個性
を自分の欠点と決めつけず、他の人にない
武器にする。物事を多面的に見ることの重
要性も実感した。

●イラストレーター
デジタルの活用で、紙に直接描くイラスト
とは違う色味やぼかしができると知った。
自分も専用アプリで描いてみたくなった。

●自動車製造
成功の反対は失敗ではない。何もしないこ
と。失敗を恐れず挑戦すること、最後まで
やり続けることの大切さを体験をもとにお
話くださいました。

講演会を聞いて、性は多様なのだというこ
とを理解しました。人にはいろいろな性が
あるこということは当たり前だし、誰を好き
になろうが個人の自由であるということは
とても大事な考え方だと思いました。

健康教育講演会

世界中には自分が今まで思っていたよりも
はるかに多くの人が自分の性についての悩
みを持っていることを知りました。世の中に
はいろいろな人がいて、誰一人として否定
や差別が起きてはいけないと感じました。

初めて会う私たちに堂々と自分の「性」を
公言できる眞野先生がカッコよく見えまし
た。現在「性」についての多様性は社会に
浸透されつつあるけれど、実際にまだ偏見
は無くならない印象はぬぐえません。私は
もしそのような人たちと出会ったら、ちゃん
と理解してあげたいし話をちゃんと聞いて
あげたいです。

LGBTなどの人は身近にもいるということ
を知って簡単に差別的な言葉をかけては
いけないと思った。言葉の重みを知った。
人それぞれによって、好きな異性や同性も
違い、心の性も体の性とは違うなど、みん
な違って同じ人はいない。これから将来、
同性愛者の人がカミングアウトしにくい環
境や同性愛者の人に対しての偏見を無く
すことができるような社会したいと思った。

今回の講演はとても興味深い内容で、勉
強になりました。人の性、愛の形は十人十
色で、LGBTとはその人が持っている個性
の一つにすぎず、不思議なものでも特別
なものでも何でもないのだと思いまし
た。その個性を否定して異常であると非
難する人はそうすることで自分が正常で
あると思い込みたいのかもしれません
ね。同じ人間であるのに差別や偏見は絶
えない、やるせない気分になります。みん
なが認め合える社会にしたいです。

その道のプロとして活躍される20人の方にお越しいただき、お話を伺いました。
どの先生も生徒に近く、生き生きとしたコミュニケーションがとられていました。そのため、生徒たちの胸に大きく感じるところがあったようです。

1年生対象

2・3年生
対象

講演をしてくださったのは、日本学術振興会特別研究員PD で
広島修道大学非常勤講師もされている 眞野 豊 先生です。
眞野先生はご自身も同性愛者であることを公言しながら
公立中学校へ6年間勤務し、性的マイノリティの人権を題材とした
道徳の授業や教職員へ向けた研修を行ってこられた方です。
今回してくださった講演のテーマは

「性はグラデーション-多様な”私たちの性”と人権-」です。
「体の性・心の性・好きになる性といった私たちの性は
どれも人権であり、誰にも侵害されてはならないものである」など、
講演を聞いて生徒のみなさんの印象に残った言葉は多くあったようです。

11月28日（水）・12月13日（木）Dance Drill Winter Cup 2019 第10回全国高等学校ダンスドリル冬季大会
HIPHOP男女混成Medium部門　第3位

ダンス部 全国大会3位入賞 1月18日(金)・19日(土)
武蔵野の森総合スポーツプラザ
（東京都調布市）にて
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広島工業大学学園内推薦

　「継続は力なり」。3年間1日も休まず、
遅刻・早退もなく過ごした生徒に与えられ
ます。長期間にわたり健康管理が徹底さ
れ生活リズムを安定させる努力をしてい
た証です。今年は代表の柴崎君を含め
26人の生徒が3ヵ年皆勤を果たしまし
た。また73人が1ヵ年皆勤を果たしてい
ます。

柴崎 祥
（廿日市中学校出身）

3年7組

　体育祭・学校祭などの行事で活躍をし
た時、また各種検定合格の際、その健闘
を称え「賞記」が授与されます。今回最多
の8枚を獲得した生徒へ「優秀生徒賞」を
授与、5枚以上獲得の生徒へ記念品が贈
呈されました。

　日本には私立中学校777校、私立高校
1322校、私立中等教育学校17校があ
り、それぞれ建学の精神のもと、特色ある
教育を進めています。これらの学校が私
学教育振興のために設立したのがこの連
合会です。各学校からの推薦を受け、優
秀であると認められた生徒に対してこの
賞が授与されました。

信重 悟
（七尾中学校出身）

3年2組

　私は、将来、工学の分野から医療に貢献したいという夢があり、広島
工業大学の生命学部生体医工学科を志望し、合格することができまし
た。実は、私は第一志望の高校に進学できず、悔しい思いをしました。高
校から毎日最低30分、苦手な科目を中心に勉強し続けました。そうす
ると、勉強が習慣化し、定期試験で高得点が取れるようになり、良い成
績を残すことができるようになりました。また、部活動が気持ちをリフ
レッシュさせ、勉強とのバランスをとるのに効果的でした。

生命学部生体医工学科
3年3組 慶雲寺 竜矢（三和中学校出身）

広島工業大学

　私は、広島工業大学に合格して感じたことがあります。それは、努力
は報われるということです。私は受験にあたり、特に苦手教科に力を入
れてきました。途中で投げ出したいと思ったこともありましたが、その度
に、「この努力は合格へつながるんだ。」と思い、頑張り続けることが出
来ました。努力は裏切りません。努力したら、その分だけ必ず自分に
返ってくるので、１・２年生の皆さん、自分を信じて頑張ってください。

環境学部建築デザイン学科
3年5組 川上 太一（五月が丘中学校出身）

広島工業大学

　私は苦手だった数学を克服するため、1年生の時から数学検定合格を目指
して勉強してきました。普段から授業は勿論、市販の数学検定のテキストを解
いたり、検定が近づけば友達と教え合ったりと様々な勉強法を試しました。そ
のおかげか3年生には準2級を取得することができ、希望の大学へ合格するこ
とができました。学園内推薦では、検定準2級以上を取っておけばとても有利
になります。大学入学後も数学の知識は必要ですから損にはなりません。今
持っている級に満足することなく、上を目指すことが何より大切だと思います。

情報学部情報工学科
3年6組 吉野 彰（古田中学校出身）

広島工業大学

　私は、広島市立大学情報科学部に推薦入試で合格することができま
した。推薦入試での受験を決意した理由は、情報科学部で学びたいと
いう明確な意志があったからです。しかし、自身の思いを言葉にするの
は想像以上に難しく、特に志望理由書の作成は、先生に数十回も添削
していただき、やっとのことで完成させました。筆記試験では、基礎的な
内容が多く出題されるため、日頃の授業や復習を徹底することを意識
しました。受験を通じて、早めに準備に取りかかること、努力を惜しまな
いことが大切だと学びました。

情報科学部
3年2組 三島 拓海（江波中学校出身）

広島市立大学

　私は、推薦受験で広島工業大学に合格しました。試験のための勉強
は、友人と教え合ったり、単語を音読、暗記したりしました。高校での習
熟度別の授業でも、効率的に学ぶことができました。また、面接におい
ては、準備が重要です。本番で緊張して、支離滅裂な返答をしないよう
に、何度も練習を行いました。私は、受験を通して、計画通りに前進でき
なくてもへこんでばかりいるのではなく、これからどうしていきたいの
かを考えることが肝心だなと学びました。

工学部電子情報工学科
3年4組 岡田 好生（五日市中学校出身）

広島工業大学

各学部
合格体験記
各学部
合格体験記

児玉 周大
（五日市観音中学校出身）

3年2組

3ヵ年
皆勤賞
Congratulations

優秀
生徒賞
Congratulations

日本私立
中学高等学校
連合会表彰

Congratulations

中山 湧輝
（大塚中学校出身）

3年4組

●建学の精神：教育は愛なり ●教育方針：常に神と共に歩み社会に奉仕する

1・2
3・4
5・6

7
8
9

贈ることば
クラブ活動
学校祭
クラスマッチ／ダンス全国大会
よのなか講話／健康教育講演会
合格体験記・表彰

学校祭

ダンス全国大会

Congratulations!

よのなか講話
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