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春を待つ、冬枯れの沈黙の

風景が変化しつつあります。

立春を過ぎ、正門横の紅白の

梅が咲き始めました。こうし

た身近な風景の中に大きな生

命の力、春に向かっての躍動

感が感じられます。そして私

の目の前に座っている第５４

期生の諸君からも、未来への

志と希望の言葉、思いがふつ

ふつとわき起こっているのを

聴き取ることができます。 

 澄み切った空気の中、春光

まばゆい今日、２月５日、 

本校は第５４期生２２４名の

旅立ちの日を迎えることにな

りました。 

 ５４期生の諸君、卒業おめ

でとう。 

 

 真っ白な 雪道に 春風香る 

 わたしは なつかしい 

 あの街を 思い出す 

 

そんな歌が後に作られるこ

とになった２０１１年４月。

東日本大震災の影響が色濃く

残り、日本全土が深い悲しみ

と混乱に陥っている中での入

学式でした。これからの日本

はどうなっていくのであろう

かという戸惑いと不安に駆ら

れていた我々 は、希望をもっ

て入学してきた諸君の姿に大

いに勇気づけられたものでし

た。 

当時の諸君は小学校を卒業

したばかりであどけない顔を

していました。それが今では

このようにたくましい青年に

成長したことを実感していま

す。卒業生諸君は本日をもっ

て、６年間にわたり通いなれ

た学び舎を離れることになり

ます。 

 長く続くこれからの人生に

おいて、諸君は、自分が想像

もしなかった運命に直面する

こともあるでしょう。うろた

え、悲しみ、そして思わず自

分の不運に不服を言いたくな

ることもあるかもしれませ

ん。良いときもある一方で、

いろいろな場面があります。

長い人生の中ではうまくいか

ないときもしばしばあるもの

です。 

 

 今日の聖書朗読ではマタイ

福音書の第６章を選びまし

た。 

「明日のことを思い悩むな」 

「明日のことは明日自らが思

い悩む」 

「その日の苦労はその日だけ

で充分である」 

 思い悩むな、考えすぎるな

ということが聖書の箇所では

述べられています。人生にお

いては、多くの課題や問題

が、その都度諸君の前に出さ

れます。 

 まずは問題を見極めてどの

ように対処するかを判断する

ことから解決の糸口が見つけ

ていきます。持ち上がった問

題をすべて完璧に解決しなけ

ればならないのだと思い込ん

で、なんでも考え込んでしま

うのはよくありません。 

 例えば、緊急性のある問題

であれば全力を尽くして解決

にあたる。容易に解決できる

問題は片づけてしまう。考え

なくてもいい問題は考えな

い。重大な問題はじっくりと

取り組む覚悟をする。どうし

ようもない問題は考えないよ

うにする。このような切り分

けができるようになればいい

のではないでしょうか。これ

が「明日のことを思い悩む

な」ということであります。 

 次に問題を考え続ける中で

考えすぎを判断して、その考

えを打ち切ることも大事で

す。 

 「この問題はこれくらい考

えたからもういいのではない

か」「これ以上考えても仕方

ないではないか」「苦しくな

った、混乱してきた、疲れた

からこれ以上考えるのは、や

めたほうがいいのではない

か」などと判断して思い切っ

て中断することが大事かもし

れません。これが「明日のこ

とは明日でよい、今日思い悩

む必要はない」という意味で

もあります。 

 

 また、いやなことがあって

も、その場だけで済ませて、

あとで考えなければ、悩みと

して抱え込むことはありませ

ん。なにか問題があったとし

ても、あるいは、いやことが

あったとしてもそれ以外の時

にはその問題については考え

なければ心の重しにはならな

いのです。それは「その日の

苦労はその日だけで充分であ

る」ということの意味でもあ

ります。 

ずいぶん気楽で楽天的なこ

とばかり言っているなと諸君

は思うかもしれませんが、そ

れぐらいの大きな気持ちで生

きていったほうが、先々 の長

い人生、気が楽です。諸君た

ちの時代には、今よりもっと

もっと長い人生が待っていま

す。一番いけないのは原理主

義に固まってしまって柔軟性

がなくなってしまうことだと

思います。しなやかさをもっ

て生き抜くことが何よりも大

切なのです。 

諸君はこれから、さまざま

な試練に立ち向かうことにな

ります。そうした時の一つの

対処法として聖書の言葉を参

考にすることも悪くはないで

しょう。困ったときには、聖

書のどこかのページを開いて

みると示唆に富んだ箇所に出

会うこともあるはずです。そ

れは６年間ミッションスクー

ルに学んだことの一つの特権

であるかもしれません。そし

てまた、この６年間、授業を

通じて、あるいはクラブを通

して、学校行事の中で、折に

触れて先生方からもらった一

言一言から、諸君が生きてい

く上での示唆や勇気を得るこ

ともあります。 

また、時間を大切にする意

識を持つと意外と考えすぎな

くなり、迷路にはまることも

なくなります。一日一日を充

実させ、幸せな人生にしてい

くこともできるのです。確か

に私たちは一生、心の波風と

ともに生きていかなければな

りません。しかし、そうした

中で自分の幸せを見つけてい

くことが人間にできる一番の

自由でもあります。 

 私たちは弱く、不完全で

す。決して自分にとって思い

通りの条件では生きられませ

んが、そんなとき、暗いと不

平を言うよりも、この社会の

中に進んで明かりを灯してい

くという姿勢が大切です。 

 一日の時間にも、人生にも

限りがあります。「夕べ眠っ

て朝起きたのは奇跡だよ」と

何度となく私は諸君に語りか

けてきました。人には必ず生

きている意味があります。今

は、自分の価値に気が付いて

いなくても、もし、明日が人

聖光 
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生最後の一日だと思えば果た

すべき役割が見えてくるもの

だといわれます。しかし、生

死を決めるのは我々 ではあり

ません。それだけに今朝目が

覚めたことに感謝し、一日を

大切にすることが重要な意味

をもつのです。 

 諸君は「念ずる」という言

葉を知っていると思います。

「念ずる」の意味は心の中で

祈ることと辞書には書いてあ

ります。字の組み合わせは

「今」の「心」と書いて

「念」という字になります。

これはかけがえのない今とい

う瞬間を意識して生きるとい

うことなのです。祈ることは

大切です。しかし祈りで神様

を変えることはできません。

祈りが変えるのは自分自身で

す。人として受け入れなけれ

ばいけないことを謙虚に、柔

和に受け入れることを教えて

くれるのです。 

 

 これからも、諸君が困った

ときや苦しみにぶつかったと

きには、祈ってみてくださ

い。きっと、問題に対応する

自分の心が変わってくると思

います。 

 誰もが人生を幸せに生きた

いと思うものです。幸せは、

いつも自分の心が決めるもの

です。人に求めないで、自分

が幸せを見つけること。そし

てそのためには自分が変わっ

ていくことも大切なのです。

わたくしたちの一生は絶えず

何かを求め続けて彷徨する旅

でもありましょう。人として

大切な多くの宝をしっかりと

探し当て、豊かな人生を送っ

て欲しいと思います。そし

て、自分の幸せを自分で作っ

ていってください。 

 我が校は校訓として「紳士

たれ」ということを繰り返し

諸君に語りかけてきました。

紳士とは外面的なものでなく

内面的な「心」の強さを持つ

人物です。この内面的な強さ

こそ、真実に生き、志を実現

する上で欠かすことのできな

いものなのです。 

 この６年間、諸君は聖光生

として数多くのことを学び、

体験したものと思います。

日々 の学習やクラブ活動のみ

ならず聖光祭、キャンプなど

の数々 の体験を積んだことは

人生の様々 な場面で諸君の助

けになると確信しています。 

 こうしたわが校の教えは、

要求するのではなく、与える

者として存在するようであっ

てほしいというものです。暗

いと不平を言うよりも進んで

明かりをつける人、すなわ

ち、自分から積極的に世の

人々 のために自分の持てる才

能を、技術を差し出す、そう

した人物になって欲しいと思

います。 

 

さて、卒業式の最後は「蛍の

光」を斉唱して諸君を送り出

します。このスコットランド

民謡は世界中で歌われます。

日本では別れの歌になってい

ます。欧米では「蛍の光」は

カウントダウンが終わって一

月一日の午前零時になってか

ら歌われます。日本では紅白

歌合戦のエンディングに歌わ

れるように大みそかの夜に歌

い終えて、一月一日には決し

て歌われません。どうやら新

しい一年を、ゼロから始めよ

うとする気持ちを表している

ようです。日本では、過去を

忘れてこれからの出発を白い

布のような純白な心で迎え、

ゼロから新たな出発をしよう

という意識があるのかもしれ

ません。年末の日本人は、過

去の至らなさや罪穢れを思

い、それを消したいという気

持ちなのでしょうか。 

 本日の「蛍の光」がそのよ

うな気持ちで歌われるのであ

れば、我々 先生たちはちょっ

と寂しい。諸君と６年間を共

に過ごし、いろんなことがあ

った。そのことが忘れ去られ

る「蛍の光」ではなく、欧米

で歌われる惜別の情を胸に歌

って欲しいと思います。 

 英語になっている歌詞では

このようになっています。 

 

 忘れがたき古き友よ 

 思い出すことがなくとも 

 忘れがたき古き良い友よ 

 どれだけ時間がたとうとも 

 

 遠き昔のために 友人よ 

 遠き昔のために 

 友情の盃を酌み交わそう 

 遠き昔のために 

 

このように、過去を思いなが

ら歌うものです。 

 アンジェラスの鐘が鳴り、

この講堂から退場する時に

は、２０１１年４月５日の入

学式から、今日までの歩みを

脳裏に思い浮かべながら退場

して欲しいと思います。あの

時、あの時代、と振り返りつ

つ、そして諸君に開けている

明日の未来、新たな時代に向

けての歩みを進めて欲しいと

思います。 

 

 これからも諸君の母校であ

る聖光学院は、変化する時代

の中にあって変革の能動者と

して中高生の教育に果敢にチ

ャレンジしていきたいと思っ

ています。その一方で、４月

から迎え入れる６０期生以降

もよき伝統を堅持し続けてい

くことも私学としての使命と

して継続していきたいと思っ

ています。卒業生諸君も、い

つの時にも本校の卒業生であ

ること誇りとして、強くしな

やかに生き抜いていって欲し

いと思います。 

 

 天なる神様、今旅立ちを迎

えた第５４期生、卒業生の前

途にたくさんのお恵みがあり

ますようお祈りいたします。

そしてこの子どもたちを絶え

ず支えられてこられたご家族

の皆様の上にも深いお恵みを

賜らんことをお祈りいたしま

す。 

 親愛なる第５４期生の諸

君、旅立ちのときが来まし

た。 

 ぜひ、元気で、日本そして

国際社会のために、リーダー

シップを発揮する、そういっ

た人物へとこれからも成長し

ていって欲しい、そう諸君に

期待しています。 

私達は、この山手で、諸君が

大きく成長し、再び母校を訪

れてくれることを楽しみにし

ています。 

 

 



 

 

 

 

在校生送辞 

在校生代表 瓜阪竜也 

 

  まだまだ寒さの厳しい日が

続いておりますが、暦の上では

春を迎え、木々 の芽も春の支度

をはじめているようです。 

 本日、５４期の先輩方の新し

き旅立ちを祝しまして、在校生

を代表して送別の辞を申し上

げます。 

 

 ひとつ上の学年は人種が違う、

一個上は特殊だ。 

 僕らの学年を持った先生がよ

くおっしゃっていました。僕ら

にとってのひとつ上の学年、す

なわち５４期の先輩方は特別

な代でした。圧倒的な結束力と

全てを巻き込むエネルギー。 

そのような先輩方に初めてお

世話になったのは、中学一年生

の時のバレンタインでした。 

 昼休み、いつも通りの一日を

過ごしていた僕らのところに、

４０人ぐらいの先輩が入って

きて、チョコを投げて帰ってい

きました。金髪のカツラや女装

をしている先輩に驚きながら

も、何が起こっているのか分か

らず、一生懸命お菓子を拾った

のは懐かしい思い出です。 

  最高にかっこよかったのは、

１０分後にゴミ袋を片手にゴ

ミを拾いに戻ってきたことで

す。 

 

 学校生活にまだ慣れていない

僕たちに「Be Gentleman」を体現し

てくれたのだと理解していま

す。 

  中学生の間はアクティブな

先輩方にただただ驚いていま

したが、高校に入ってから聖光

祭や体育祭を始めとする行事

で関わる機会も増え、楽しい思

い出を共有させていただきま

した。 

  僕自身、聖光祭では高一副実

行委員長をやらせて頂き、先輩

方の活躍を間近で見ることが

出来ました。 

  どうしたら盛り上がるか相

談している時の真剣な眼差し。

準備で大変な時に励まし合う

姿。どれもかっこいい先輩に映

っていました。その当時は知ら

ない先輩も多く、不安だった自

分に優しく声をかけてくれた、

赤松先輩をはじめとする幹部

の先輩方には本当に感謝して

います。 

 

  弦楽オーケストラ部では、ひ

たむきに後輩を引っ張る先輩

を全ての後輩が慕っていまし

た。最後の年に部長の山本先輩

が弾いた、ヴィヴァルディの冬

の完璧なソロ演奏では、中学か

ら楽器をはじめたとしても、こ

こまで上手になれるのか、と驚

いたのを今でも覚えています。 

  また、生徒会ではユーモアあ

ふれるトークスキルで全校生

徒を魅了する生徒会長の武部

先輩は憧れの存在でした。立派

な引継書に加えて、聖光祭シー

ズンには分からないことにも

逐一答えてくださいました。 

  まわりの学年とは違う、そう

言われながらも自ら信じる道

を突き進み、独特の個性を築き

あげた先輩。先輩方の偉大な背

中は、いつも僕たちにとっての

お手本になっていました。 

  

 the times they are a-changin' 

 

 時代は変わり、今の秩序は形

を失う。 

 

 ノーベル賞を受賞した、かの

ボブ・ディランはそう歌ってい

ます。 

  世界を見渡すと、二○一六年

は様々 な変化がありました。 

  イスラム原理主義によるテ

ロ。イギリスの EU 脱退。トラ

ンプ大統領やドゥテルテ大統

領といった過激なリーダーの

誕生。 

 

  世界情勢や価値観が目まぐ

るしく変化し、どのような未来

になるのか予想するのが難し

くなった今、人は守りに入り、

他人と同じことが好まれ、型破

りな人たちは、変わり者扱いを

されてしまいます。 

  しかし、変わりゆく時代の中

で、新しい時代を作るのは、先

輩方のような型破りな方々な

のかもしれません。 

 

  先輩方が見せてくれた、聖光

祭などイベントを仲間ととも

に築きあげる結束力。 

バレンタインでのお菓子配り

など、今までやっていなかった

ことを生み出してしまうユニ

ークなところ。 

  後輩や周囲に対する配慮も

欠かさない、思いやりの精神。 

 こうした先輩方の個性は常識

を変え、聖光の歴史を動かしま

した。 

変わりゆく世界の中でも信念

の通りに突き進む、５４期の先

輩には今までと変わらず、いつ

までもそのような兄貴でいて

欲しいと思います。 

 僕たち５５期も後輩に慕って

もらえる兄貴になれるよう、残

り一年精進して参ります。 

 最後になりますが、先輩方の

ご健康とご活躍をお祈りいた

しまして、送別の辞とさせてい

ただきます。 

 本日はご卒業、誠におめでと

うございます。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

卒業生答辞 

卒業生代表 有泉明 

 

厳しい寒さの中にも、花々 が

美しく咲き誇る芽吹きの季節

の訪れを感じるようになって

参りました。 

本日は私たち五十四期生の

ために、このような素晴らしい

式典を催していただき、誠にあ

りがとうございます。また、ご

多忙の中、ご出席いただきまし

たご来賓の皆様、校長先生はじ

め諸先生方、並びに学校関係者

の皆様には、心から御礼申し上

げます。 

今、六年間の長いようで短か

った学校生活を終えるにあた

って、この聖光学院での様々 な

思い出が蘇ります。 

六年前、満開の桜に迎えられ、

ダボダボの制服を着た私は期

待と不安を胸に抱えて旧校舎

の門をくぐりました。周りを見

渡せば男、男、男。その頃は口

うるさい女子がいないなんて

気楽でいいなあ、などと思って

いた私は、男だらけの空間とい

うものの汚さ、うるささ、暑苦

しさを、まだ認識していません

でした。少し古びた教室で私た

ちを待っていたのは、個性豊か

な先生方の、個性豊かな授業で

した。新たな発見を求めて世界

をまたにかける生物の先生。お

しゃれでクールな美術の先生。

実は着ぐるみを着た日本人な

のではないかと噂された、ネイ

ティブの英語の先生。宗教の先

生が、赤いバットを携えて、「窓

を開けろ！」と叫びながら現れ

たときは、思わず教室から逃げ

出そうとしてしまいました。小

学校の授業とはまた違った、好

奇心を刺激する面白い授業に、

私はすぐに引き込まれていき

ました。 

また、五十四期は非常に明る

く活発な人ばかりで、地味でお

となしかった私もすぐに友達

を作ることができました。が、

いささか「活発」過ぎたのか、

思い返せばいつも先生方に叱

られてばかりいました。聖光祭

の「天使の歌声」の練習で喋っ

てばかりいて国語の先生に怒

られ、斑尾キャンプでは指示を

ろくに聞かず地理の先生の「波

動砲」をくらいました。中二、

中三の間に開かれた学年集会

は数知れず。職員室を大人数で

練り歩き、現代社会の先生に

「騒乱罪」に問われたこともあ

りました。そんな私たちが今こ

うして無事卒業を迎えること

ができましたのも、先生方の厳

しく、時に優しいご指導のたま

ものだと思います。 

また、私たちがこのように成

長できましたのは、先生方のご

指導だけでなく、仲間と一緒に

取り組む数々の充実した行事

によるところも大きかったと

思います。その中でも特に記憶

に残っているのは、聖光祭と体

育祭です。 

 

まずは聖光祭。中一の天使の

歌声でお母さま方を天真爛漫

な歌声で感動の涙の渦に巻き

込んだ私たちでしたが、中二か

らはお客様を迎える側として、

聖光祭の運営に携わっていき

ました。そこでは、同級生の普

段見られない一生懸命な姿を

見ることができました。ステー

ジに出てお客さんを盛り上げ

る姿。声を枯らして趣味件の宣

伝をする姿。そんな彼らの裏で、

ひたすらゴミを分別する姿。み

んながみんな自分の仕事に熱

中していてかっこよかったで

す。しかし、そんな私たちに、

走ってはいけない校舎内を走

り回り、的確に、時にテキトー

に後輩に指示を出して、また女

子高生にも物おじせず声をか

け、玉砕していく先輩方はもっ

とかっこよくて、常に目指すべ

きあこがれの存在でした。 

高二になると、私たちは聖光

祭に携わる最高学年となりま

した。私は外務部門の副部門長

を務め、パンフレットやポスタ

ーの作成、当日のお客様の案内

に関わりました。同じく幹部、

あるいは趣味研のチーフ、ある

いは食品店舗の店長、あるいは

裏方として凛と輝く同級生の

姿にかつて憧れた先輩の姿を

重ね合わせ、胸が熱くなりまし

た。私の仕事ぶりは正直褒めら

れたものではなく、前日まで眠

い目をこすりながらシフトを

作っている有様でしたが、部門

の他の幹部や同級生に怒られ

たり励まされたり、優秀な後輩

たちに助けてもらったりして

なんとか聖光祭を成功に導く

ことができました。片付け日の

集会、聖光祭もこれで終わりな

のだと思うと本当に寂しくて、

でもなんだか清々 しくて、舞台

裏でいつの間にか涙を流して

いました。聖光祭は、私の最高

の思い出です。 

さて、先ほど男だらけの空間

は汚い、うるさい、暑苦しいと

言いましたが、体育祭では汚さ、

うるささ、暑苦しさ上等。普段

は仲良くしている友人たちも、

組が違えば敵同士です。綱引き

や騎馬戦、棒倒しで激しくぶつ

かり合います。かくいう私は御

覧の通り少々頼りない体つき

をしておりまして、参加する前

は怪我をしないか少し不安で

したが、同級生や先輩の心強い

サポートで、毎年怪我なく楽し

むことができました。 

高二の最後の体育祭では黄

色組の応援団に入りました。応

援団の練習は平日夜遅くまで

あり、休日も早い時間から集ま

らなければならず、正直に言っ

て九月の最初の方は面倒で

度々 サボっていました。しかし

大将団長を始めとする仲間が

一生懸命に取り組んでいるの

を見て、私も頑張らなければ、

と心機一転し、九月の中ごろか

ら真面目に練習に取り組むよ

うになりました。練習はなかな

か大変で、特に雨の日や、ダン

ス長が寝坊して午後四時に現

れた日はかなり萎えましたが、

ダンスが徐々 に揃ってくると、

組の連帯感が増してきている

のを感じて嬉しくなりました。

本番、ダンスは大成功を収め、

順位も二位で終えることがで

きました。筋骨隆々 たる同級生

たちが、体育祭で強烈なリーダ

ーシップを発揮している姿は

とても男らしく、頼もしかった

です。 

さて、これらの行事が終わる

と残念、残されているのは受験

勉強の日々 です。この時期は、

素晴らしい先生方が勉強面、そ

して精神面の大きな支えにな

ってくださいました。普段はク

ール、でも時にとてもアツい言

葉をかけてくださる数学の先

生。芸人顔負けの顔芸とトーク

力を武器とする英語とドイツ

語の先生。英語教師から華麗な

る転身を遂げた、完璧超人の現

代文の先生。そして、私たちを

六年間いつもそばで暖かく見

守って下さった、数学の先生。

どの先生も、いつも楽しい授業

をして、職員室に質問しに行く

と優しく答えてくださいまし



た。そしてもちろん、朝登校す

ると、いつもの笑顔で待ってい

る、明るい五十四期の仲間たち

と下らない話をするのが、何よ

りのストレス解消となりまし

た。暖かい春の足音が静かに聞

こえてきた今、当たり前のよう

に過ごしてきたこのかけがえ

のない学び舎での毎日が、終わ

りを告げようとしています。 

私から、お世話になった皆様

に、感謝の言葉を贈らせてくだ

さい。 

後輩の皆さん。部活や聖光祭

などの行事では本当にお世話

になりました。皆さんのおかげ

で、この学校生活はとても刺激

的なものになりました。私たち

も後輩の皆さんに何かを残す

ことができていたなら幸いで

す。ありがとうございました。

私たちが去っても、皆さんはこ

の聖光学院という素晴らしい

環境で充実した日々を過ごす

ことでしょう。卒業が近くなり、

受験勉強がつらくなってくる

と、聖光学院での何気ない一場

面をふとした瞬間に思い出す

ことがあります。すると不思議

と心が落ち着き、よし頑張ろう、

と思えます。私は何歳になって

もここでの六年間のことを振

り返り、知らず知らずのうちに

笑みをこぼすに違いありませ

ん。ですから、どうかこの聖光

学院での生活を精一杯楽しん

で、その思い出を胸に焼き付け

てください。朝、遅刻しそうに

なって階段を全速力で駆け上

がったこと、授業中に居眠りを

していて先生に怒られたこと、

放課後教室に残って友達と、親

には聞かせられないような話

をしたこと。そんな些細なこと

で構わないのです。必ず思い出

の一つ一つがダイヤモンドの

ように貴重なものになります。

もう思い出を作ることのでき

る時間もわずかとなった、去り

ゆく先輩からの一つのお願い

です。 

 

これまでお世話になった先

生方。先生方の熱心なご指導の

おかげで、未熟もいいところだ

った私たちも、何とかここまで

成長して、卒業を迎えることが

できました。先生方がしてくだ

さった授業、かけてくださった

言葉、その一つ一つ、絶対に忘

れません。六年間本当にありが

とうございました。そして傘を

何度も貸してくださった事務

の方々 、快適な学校空間を整え

てくださった用務員のみなさ

んに清掃員の皆さん、私たちの

学校生活をサポートして下さ

った学校のすべての皆様に、心

より御礼申し上げます。 

毎日夜遅くまで働いて疲れ

ているのに、帰宅するといつも

私と楽しく話してくれて、時に

は愛をもって厳しく𠮟ってく

れたお父さん。毎日朝早い時間

に起きて美味しいお弁当を作

って、布団から離れられない私

をたたき起こしてくれたお母

さん。洗濯物も自分でたたまず、

電車の乗り方もわからなかっ

た私を六年間支えてくれた二

人を、私は心から尊敬していま

す。まだ洗濯物は時々 たたんで

もらいますし、初めて行く駅で

はしょっちゅう乗り換えが分

からなくなりますが、それでも

高校卒業を迎えることができ

ました。本当にありがとうござ

いました。これからも面倒をか

けますが、よろしくお願いしま

す。 

今、私たちは高校卒業を迎え、

社会の荒波へと大きな一歩を

踏み出すこととなりました。 

現在、世界は宗教の違いに起因

するテロや紛争、移民の受け入

れ問題など、国家や民族間の対

立に溢れています。アメリカで

は新大統領が就任し、外交関係

の国際的な変動が懸念されて

います。そんな時代に生きる私 

たちに求められるのは、一つの

価値観にとらわれない、柔軟な

ものの見方をすることだと思

います。将来、私たちの多くが

外国の方など、自分と異なる文

化や慣習を持つ人々と関わっ

ていくこととなるでしょう。そ

の際、私たちは単に相手の言葉

を理解するだけでなく、相手の

価値観を深く理解し、それがた

とえ自分と真逆のものだった

としてもひとつの考え方とし

て認めていくことが大事だと

思います。他者と対立するので

はなく、まずは認めて、その上

で議論を重ね、より良い結論に

たどり着くことのできる人間、

それがこのグローバルな現代

社会で求められる人間の在り

方であり、やがて社会人の仲間

入りを果たす私たちはそんな

人間になっていかなければな

らないと思います。 

この慣れた学び舎を離れる

のは寂しいですし、不安もあり

ます。しかし、ここを離れてま

た新しく見つかるもの、新しく

気づくことが沢山あるでしょ

う。これから私たちは全く新し

い環境の中でどれだけ学び、遊

び、成功し、失敗し、そして成

長できるのか、それを考えると

これからの生活がとても楽し

みで、自然と笑みがこぼれてき

ます。新鮮な体験の数々 の中で、

ここで過ごした六年間で培っ

た様々なことが活きてくるで

しょう。これからも、この聖光

学院という素晴らしい学校の

生徒であったという誇りを胸

に、私たち五十四期生はそれぞ

れの道へと、確かな歩みを進め

ていきます。 

卒業する私たちが、この式に

ご出席下さった皆様が、そして

何より私たちの愛する聖光学

院が、これからもたゆまぬ進化

を続けられますよう祈りつつ、

答辞とさせていただきます。 

 

 

 



 

  

 生徒自主企画 

「お世話になった先生方からのメッセージ」 



   

 


