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 第 14回卒業証書授与式を挙行いたしました。まん延防止等重点措置期間中

のため、新型コロナウィルス感染防止の観点から、在校生は５年次生のみ参列、

保護者、来賓の来場も制限した中での卒業式でした。 

 在校生を代表して、生徒会長の山崎隼さん（５年次生）が送辞を読みました。

卒業生に対する思いがあふれる送辞でした。卒業生の犬伏陽香さんの答辞は、

６年間の芦国に対する思いが詰まった素晴らしい言葉の数々でした。以下に答

辞を紹介します。 

 

答  辞 
 厳しい寒さもやわらぎ、春の日差しに心華やぐ季節となりました。このよき日に、私

たち十四期生は卒業します。 

まず私たち十四期生のために、この素晴らしい卒業式を挙行して下さり、また、教

室の準備をしてくださった生徒会の皆さん、そしてＰＴＡの方々、本当ににありがとう

ございます。十四期一同心より感謝申し上げます。そして、お忙しい中、先生方、ご

来賓の方々、そして保護者の皆様、今日は卒業式にご臨席くださりありがとうござ

います。 

とうとう十四期生にとって、芦屋国際中等教育学校での六年間の学校生活の幕

を閉じる日がやってきました。六年前の四月、芦国の門をくぐった時、この校舎で長

い長い年月をこれから送るのだとわくわくしたこと、みんなの緊張で静まり返った教

室に初めて入り、自分の席を必死に探した日のことを昨日のように鮮明に覚えてい

ます。今学校生活を改めて振り返ると、芦国で過ごした六年間は一瞬のように過ぎ

去りましたが、本当にたくさんのことがありました。まだお互いのことをよく知らない

状態で迎えた一年生の体育大会。十四期生だけが長ズボンでキャタピラをしまし

た。学年団の先生の発表では十四期生だけが「誰」という声が多く、文化祭でも失

敗だらけで終わってしまった二年生。沖縄の修学旅行では初めに博物館のような

場所で絵の説明を受けほとんどの人が夢の世界へと行き、その次の美ら海水族館

では一時間ぐらいで全てを見てやろうと走りながらまわった三年生。留学に行く生

徒が異常に多く、とんでもなく人数の少ない学年となった四年次。コロナ禍にも関

わらずほぼ自由時間で形成された京都への校外学習に行った五年次。石垣島へ

修学旅行に行き、文化祭などに全力を注ぐあまり、先生方には「もっと勉強しろ」と

毎回の学活で脅されてきた六年次。 

私たちはとても濃い六年間を過ごして、たくさんのことを経験させてもらい、身体

も大きく成長しました。しかし、最後の最後までいつもギリギリにならないとまとまら

ないような団結力には欠けている学年で、芦国の中でも一番遅刻人数が多く、世

話のやけるトラブルメーカーで溢れかえっていて、自分たちはルールを守らないの

に他には厳しいというような小学生のような学年でした。学年団の先生方からすれ

ば期待するような完璧な学年とは程遠かったかもしれません。後期生になってから

一度厳しい言葉で叱られたことがあります。その時、多くの生徒は「そこまで言う必

要ない」と言っていました。ですが、普段の私や十四期生を見ていると、六年生にな

ってからも、その厳しい言葉に納得することも度々です。だから、先生方から見ても

私たちはあの時から一つも変わらずに、成長していないままの学年に映っているの

ではないかと、まだ不安で仕方ありません。本当に私たちは卒業してそれぞれの道

へと進む準備ができているのだろうかと疑問を抱く気持ちもまだ拭えません。けれ

どもそれら全ての取り組みは今の私たち、そしてこれからの私たちにとって良い経

験であり、力になるものであり、大切な宝物でもあります。少なくとも私はそう思って

います。そしてその宝物を私にくれたのは、憧れの先輩方やかわいい後輩たち、そし

て目の前に座る十四期生のみんなです。こんなにも大切な時間を過ごせたこと、こ

れ以上のない友情を築けたのはみんなのおかげです。本当にありがとう。今よりも

ずっと大人になった時には明るい思い出も、暗い思い出も、みんなで「あんなことも

あったね」って一緒に笑い話にしよう。 

そして私たちをここまで育ててくれたお母さんやお父さん、私たちがいくら歯向か

うことがあってもいつも私たちを応援してくれたり、心配してくれたりと、本当にあり

がとうございます。今までたくさんの迷惑をかけてしまいましたが、これからもまだま

だお世話になると思うので、よろしくお願いします。 

そして在校生のみなさん、二年以上経った今でさえ私たち学生は新型コロナウィ

ルスにより多くの青春を奪われてきました。楽しみにしていた行事が無くなり、友達

とのお弁当の時間でさえ制限され、とても辛く、悔しい思いをしてきたと思います。

私も文化祭などの制限をなるべく少なくしたいと思い先生方に真っ向からぶつかっ 
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１ スケート 

・第 77 回国民体育大会 冬季大会 スケート競技会 フィギア競技  

少年女子 第６位 兵庫県 吉本 玲 （５年Ｂ組） 

・アンリ・シャルパンティエ杯争奪 第 30 回 PI フリースケーティング大会 

  ジュニア選手権女子 優勝 吉本 玲 （５年Ｂ組） 

２ カヌー部 

・第 17 回芦屋カヌーレガッタ K-1 10000ｍ 

  第１位 中田 寛治郎（５年Ａ組)   

・第 17 回芦屋カヌーレガッタ K-1 高校生の部 10000ｍ 

第１位 中田 寛治郎（５年Ａ組)   

・第 17 回芦屋カヌーレガッタ ジュニア A 5000ｍ 

  第１位 佐々木 獅音（２年Ｂ組） 

第２位 髙橋 慶丞（１年Ａ組） 

第３位 篠原 一秀 （２年Ｂ組） 

・第 4 回 全国高等学校 カヌー長距離選手権大会 少年男子 A K１ 5000ｍ 

  第１位 中田 寛治郎（５年Ａ組)   

  第８位 萬谷 紹宇 （５年Ａ組） 

３ 第 15 回 兵庫県高校 英語ディベートコンテスト 第 5 位 

上川 央音梨 （５年Ａ組）  藏岡 友那  （５年Ａ組）  趙 暁蕾 （５年Ａ組） 

  木澤 ソフィー  （５年Ｂ組） YUI Q NITTA （４年Ａ組）（賞状） 

４ 第 20 回「話してみよう 韓国語」大阪大会 

・中高生スキット部門 奨励賞   

山田 こと葉（４年Ｂ組）  オニヤ  シンシア（４年Ｂ組） 

・中高生スキット部門 努力賞   

藤井 杏寧（３年Ａ組）  井出 朱音（３年Ｂ組） 

・中高生スキット部門 努力賞   

キャシディー 美里香（２年Ａ組）  江頭 沙羅（２年Ａ組） 

５ 神戸日米協会 第 29 回 高校生英語暗誦大会 最終選考会 

  岡村 ショウ（４年Ｂ組） 

てきた代表のようなものですが、先生方も制限させたくてしているのではなく、きっと

私たちに制限を強いる度に辛い思いをしていると思います。だから先生方に怒りを

向けずに、その制限の中でどうすれば最大限楽しめるかを考えてみてください。す

べてがきれいごとのように聞こえるかもしれませんが、初めに言ったように芦国での

日々は思っている以上に早く過ぎ去ってしまいます。どうか学校や仲間との時間を

大切に過ごしてください。後悔の残らないよう今この年齢、そしてこの時代だからこ

そできることをしてくださいね。 

十四期生に関わってくださった全ての先生方ありがとうございました。芦国の先生

方はみんな本当に優しく、私が生徒会に入っていた時にはたくさんの先生方が声を

かけてくださったり、困っている時には手助けしてくださったりと、何度も救われまし

た。そのようにいつも学年や教科を越えて私たちの学校生活をたくさんサポートし

てくださりました。本当にありがとうございました。 

 

And to the three ALTs, Lizzie, Faith and Riley. All three of you 

supported us all not just throughout the classes but also speech 

contests and debate as well. The classes were sometimes challenging 

and a bit too hard, but we were able to learn so much more than just 

the language. We all really appreciate the three of you and will 

definitely miss the fun times we were able to spend with you guys. 

 

最後に学年団の先生方、今まで数えきれないほど、ご迷惑をおかけしてしまいま

した。きっと私たちに呆れたことは何度もあったと思いますが、それでも諦めずに私

たちを全力で叱ってくれたり、全力で私たちと一緒に行事を楽しんだり、いつも私た

ちの味方になってくださいました。これほど生徒思いでいてくださる先生方は他にい

ないのではないかと思うほどいつも私たちに寄り添ってくださいました。本当に今ま

でありがとうございます。十四期生一同、言葉で言い尽くせない程感謝しておりま

す。先生方が十四期生を見捨てずに今まで一緒に走ってきてくださったように、ま

た、今までたくさんの方々が支え助けてくださったように、今後社会に出た時、次は

私たちが自分たちの力で誰かを支えられるように成長していきます。そしてそのた

めに、芦国で学んだ数多くのことを活かして、これから待ち構えている困難にもつま

ずきながらでも乗り越えて、自分だけが歩む自分の道を切り開いて進んでいきま

す。 


