福島成蹊高等学校（発行責任者 大谷 明）

第４５巻 １１号（令和３年 ３月１日～３１日)

４コース
3 学年主任からのメッセージ
普通コース主任 金子 淳
卒業生の皆さん、おめでとうございます。保護者の皆さま、ご子息
ご息女のご卒業、誠におめでとうございます。
振り返ってみれば入学したあの日から、あっという間の３年間だっ
たと思います。君たちは本当にエネルギーあふれる学年でした。様々
な困難もありましたが、一歩ずつ力強く前進してきました。日々の授
業を大切にすることを目標とし、各種の行事で仲間との絆を深めてき
ました。クラブ活動や校外活動では今までにないような活躍を見せて
くれました。新しい伝統を築き、大きく成長した高校生活だったので
はないかと感じています。
ただ、ひとつだけ認識してほしいことは、それらの成長は君自身の
頑張りはもちろんですが、他に保護者、担任、教員、先輩、後輩、そ
して同じ学年の仲間など、数多くの人に支えられてのものだというこ
とです。
次のステージでも「桃李の精神」の体現者となるべく、成長を続け
てください。
「人間を大切にする人間」となるべく、心を磨き続けてく
ださい。
我々３学年団はこれからも君たちの活躍と成功を心から祈っていま
す。またいつの日か会いましょう。

特進コース主任 伊深 崇宏
ご卒業おめでとうございます。福島成蹊高校で過ごした 3 年間、楽
しかったこと、苦しかったこと、様々だったと思います。しかしなが
ら、卒業後は自由を得る代わりに、そのほとんどの行動に対して多く
の責任が伴うようになります。これからは高校生としてではなく、一
人の大人として扱われることが多くなるでしょう。是非、先生方にい
ただいた話を少しであっても、頭の隅に残しておいてください。その
言葉一つひとつが、苦難に直面した際の助けになることでしょう。
また、学校生活の中で経験を共有した友人との出会いを大切にして
下さい。今後の人生において、もっとも貴重な財産となることは間違
いありません。
皆さんが、今後の社会で活躍する姿を楽しみにしております。

＜行事日程＞
３月 １日（月） 卒業式
２日（火）～５日（金） 学年末考査
８日（月）～９日（火） 生徒休業
１０日（水） 進路体験を聞く会
１１日（木） 志願理由書講座
１２日（金） 3 学期終業式、保護者会
１５日（月） 文理コース課外授業開始
１６日（火） 新入生入学確認
１７日（水） 一般入試２期
１８日（木） 新入生入学確認
２０日（土）～２１日（日） 制服採寸
２２日（月） 新入生オリエンテーション
４月 ７日（水） 始業式
８日（木） 入学式
９日（金） 対面式、新入生歓迎会

文理選抜コース主任 大山 里美
3 年生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。また、保護
者の皆様には、お子様方のご卒業に際しまして、お慶び申し上
げますとともに、本校の教育に対しまして、今日まで変わらぬ
ご理解とご協力を賜りましたことに、厚く御礼申し上げます。
さて、卒業する皆さんは、これからそれぞれの道を進みま
す。自らの希望が叶って、諸手を挙げてその道を進んでいく人
もいるでしょう。また、涙をのんでその道を選んだ人もきっと
いることでしょう。しかし、それは問題ではないと思います。
今はただ、それぞれが自分の進んでいく道を選んだという事実
があるだけで、それが最良の選択だったのか、否か、それはこ
れからの皆さんが自分自身で決めることになるのです。自分が
選んだ道を最良のものと信じて、またそうすべく、努力を惜し
まず、愚直に頑張って下さい。
「桃李の精神」を忘れず、それを
体現する人となって下さい。皆さんにはきっとそれができると
思います。
私たちは、今まで折に触れて皆さんを叱咤激励してきまし
た。けれど、それも今日が最後となりました。そこで最後にも
う一つだけ、皆さんに言っておきたいことがあります。
「必ず幸せになって下さい。そしてそれを知らせに、また成蹊
に戻ってきて下さい。
」
これからも私たちは、頑張る皆さんを応援し続けます。
「チー
ム成蹊」はいつまでも変わりませんよ💛
一貫コース主任 石井 智憲
3 年生の皆さん、卒業おめでとうございます。この 3 年間で皆さん
は様々な経験を積んできたと思います。そして、大きな感動や衝撃、
時には悲しみなど、多様な感情を伴いながら成長してきたことと思い
ます。自分自身では気付かずにいるかもしれません。しかし、皆さん
は確実に成長してきました。入学したばかりの頃を思い返してみて下
さい。自分自身の心が大きく成長したことに気付けるはずです。
さて、皆さんは成蹊高校を卒業した後、各々が人生の大海原へ旅立
ちます。そこで困難に出会った時、自分自身の人生を振り返ってみて
下さい。皆さんの成長が困難を乗り越える手助けをしてくれるはずで
す。皆さんの一人ひとりの人生が実りあるものになることを願ってい
ます。
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菅野 琉衣（平野中）
佐藤 菜月（福島二中）
鈴木 彩加（野田中）
瀬戸奏治郎（北信中）
引地 直登（桃陵中）
５組 伊東 龍騎（北信中）
尾形 もも（附属中）
小島 千奈（成蹊中）
仲島 芽衣（岳陽中）
６組 石山 來夢（信夫中）
片平 礼韻（桃陵中）
宍戸 大希（岳陽中）
鈴木 楊永（県北中）
須田 悠太（梁川中）
難波 桃菜（大阪八阪中）
山田 怜夢（野田中）
渡邉 愛華（野田中）
７組 安達繁優喜（平野中）
黒澤 綾乃（福島一中）
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やり投 特級
８組 中野 胡桃（白沢中）
棒高跳 １級
６組 佐藤 翔太（若松四中）
円盤投 ２級
９組 大内 世捺（附属中）
棒高跳 ２級
３組 齋藤 珠理（二本松一中）
１１組 金澤 颯汰（白河二中）
福島県高等学校野球連盟表彰
１０組 上遠野浩輝（西信中）
高校生新聞社賞
福島成蹊高等学校 野球部
福島県高等学校青少年赤十字指導者協議会 団体賞 JRC・IAC 部
同 協議会賞
８組 菅野 有紗（福島三中）
９組 紺野
聖（信陵中）
福島南ロータリークラブ 会長賞
３組 金山 歩夢（清水中）
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６組 鈴木凛々子（郡山七中）
ふくしま経済・産業・ものつくり賞 金賞
３組 根本 佳祐（清水中）
全国商業高等学校協会検定試験 3 種目(電卓・ワープロ・情報処理)
１級
３組 鈴木 康太（北信中）
９組 愛川 京弥（信夫中）

