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「いつ元に戻れるんだろう。」 コロナとの戦いの中で何度も思ったことです。でも、本当は「元に戻る」なんてことはこの世にあり
えないんですよね。生きていることは、やり直しのきかない一回きりの時間の積み重ね。だからこそ大切で愛おしいものなのだと
思います。みなさんと共に過ごした３年間を振り返ると、何気ない一日一日が本当にかけがえのない時だったと感じます。世の
中は変わり続け、その中で生きる私たちももちろん変わり続けます。どう変わっていくのかの分かれ道は、毎日の過ごし方の中
にあります。「明日ありと思ふ心のあだ桜夜半に嵐の吹かぬものかは」（今美しく咲いている桜を明日も見ることができるだろうと安心していると、夜
半に強い風が吹いて散ってしまうかもしれない、という意味）明日のことは誰にも分からない、だからこそ目の前のやるべきことや共に過ごして
いる人を大切にして生きていきましょう。「至誠」「信愛」です。そして「これまで通り」の殻を破って新しいことに挑戦する気概を持
ちましょう。「創造」です。何より、山門生が持つ温かい人間性をこれからも磨いてください。保護者の皆様、お子様のご卒業心か
らお祝い申し上げます。入学時を思い出すと、ずいぶん頼もしい背中になりました。お子様の成長をそばで見守ることができて
職員一同本当に幸せでした。３年間ありがとうございました。

令和２年度卒業生の未来に幸あれ

１組 担任 中村 健

あたり前のことを
あたり前以上にしましょう！

私の願いはただ一つ。
みんな元気で、
実り多き人生を。

２組 担任 川口 千穗

誠実さの価値を疑うことなかれ。
そんなあなたが誰かの支えに
なれるはず。

４組 担任 丹羽 朋子

５組 担任 木庭 尚子

共に歩んだ３年間、
私の宝物がまた
ひとつ増えました。

あ～あ。卒業ですか。
寂しいです。

教務主任 末藤 博文

卒業おめでとう‼
今を大切に、前進！

研修課主任 木本 京子

５組 副担任 東 龍太朗

大変な一年、よく頑張った！
卒業おめでとう！

４組 副担任 市川 美代子

If you can dream it,
you can do it．

新しいスタート、
一歩ずつしっかり!!

進路指導主事 吉川弘泰

人生、日々探究！
考えよう！
行動しよう！

１･２組 副担任
松尾 久美子

世界は広い！
挑戦しよう！

３組 副担任 橋爪 亮太

新天地での活躍を
祈っています。
ファイト！

３組 担任 今村 優也

ご卒業おめでとうございます！



３カ年皆勤

１２カ年皆勤

卒業証書授与式

2月28日に、同窓会入会式が行われ、同窓会
会長から卒業生へむけて、餞の言葉をいただき
ました。これからは、山門高校の同窓生の一員
として、山門高校を応援してください。

各クラスの世話役の皆さんを紹介します。

＜学年代表＞ 3組 大坪 由依

１組 三栗野 優太 山口 桃花

２組 古賀 聖弥 渡辺 陽奈

３組 南嶋 颯太 大坪 由依

４組 中澤 輝沙 田中 美来

５組 上野 佑一郎 深町 百世

皆勤賞表彰

卒業生答辞 4組 米本 豊

６カ年皆勤

功労賞表彰
山門高校や地域社会の充実・活性化に尽力した生徒、部活動で顕著
な成績を収めた生徒の功績を讃え、功労賞の表彰が行われました。

高校3年間、また小学校・中学校・高校の6か年、さらには12か年の皆勤
を成し遂げた生徒たちが、皆勤賞をいただきました。皆勤賞というものは、
本人の頑張りはもちろんですが、陰で支えてくださったご家族の皆様の存
在が大きな力となって、なしえたものです。ありがとうございました。

4組 廣田 篤樹

１組 緒方 真与 廣瀬 茉里那

４組 阿津坂 理子 井口 明日香 坂田 悠美香 野田 和香奈

５組 吉冨 竜馬

１組 近藤 祐加
２組 末松 奏真 北原 祐佳 久富 千明 松藤 希更 渡辺 陽奈

３組 沖 祐介 藤吉 哲大 田中 有紀 長 美沙希

４組 樽見 駿英 原 篤拡 日巻 良太 椛島 咲也香 鶴田 真唯

５組 古賀 拓夢 廣井 伶成 吹春 颯馬 井上 紗羅 牛嶋 咲稀
梅﨑 由衣 小田 優莉 久保 夏鈴 深町 百世 松永 朱音
松本 有依

久保 夏鈴部 活 動

生徒会活動 米本 豊 大坪 由依 武藤 栄里
山田 千暁 豊田 翔吾 長 美沙希
石井 涼真 冨永 流加 石川 哉汰

令和2年度 第73回 卒業証書授与式で、代表生徒として、
立派にその役を果たしてくれました。

（水泳 九州大会出場）

卒業証書授与 総代 2組 末松 奏真

卒業記念品目録贈呈 1組 豊田 翔吾

素晴らしいムービーに感動！

3年生の６名の生徒が、山門高校での3年間の学校生活を

振り返るムービーを制作してくれました。数々の名（迷？）

シーンがぎっしりとつまった秀作が完成しました。限られた時

間の中で取り組んでくれた有志の皆さん、ありがとうございま

した。また、たくさんの先生方にもご協力いただきました。感謝

申し上げます。

～ 制作スタッフ ～

１組 豊田 翔吾 野口 章吾
3組 荒巻 優斗 古賀 早希

成清 百花
4組 鶴田 真唯

同窓会 入会式


