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「皆さんは輝く力を持っている！」
校長

境 田 優 二

総合学科 21 期生の皆さん、卒業おめでとうございます。また、保護者の皆様、お子さ
まのご卒業を、心よりお慶び申し上げます。
21 期生の皆さん、覚えているでしょうか？

皆さんの入学式の際に、次の３つのこ

とをお話ししました。
① 10 年後の自分をイメージすること。
② 好きで得意なことをみつけること。
③ on と off を意識すること。
皆さんは、将来、人生の分かれ道で、迷い悩むことがあると思います。友達、保護者
や恩師に相談することも大切ですが、最後は自分で決めて進まないといけません。そん
なとき、これら３つのことを胸に、人生を歩んで欲しいと願います。
21 期生の皆さんは、今宮高校での３年間輝いていました。そして、これらも、もっともっ
と輝けるパワーを持っています。これは、私が３年間、皆さんを見ていてずっと感じて
きたことです。皆さんは輝く力を持っています。さあ、今宮高校を巣立ち、10 年後の
自分に向かって、個性を大切にして、勇気をもって、広い世界を進み続けてください。
その姿は、きっと輝いていると思います。
3 年間、今宮高校を盛り上げてくれてありがとう。皆さんが積み増してくれた伝統は、
在校生が、さらに発展させてくれると思います。

「新たな出逢いを楽しんで」
PTA 会長

宮 﨑 次 郎

総合学科 21 期生のみなさん、ご卒業おめでとうございます。
保護者の皆様におかれましても、この度のお子さまのご卒業を、ともに心よりお慶び申
し上げます。
また、これまで見守りご指導頂きました先生方や職員の皆様に、厚く御礼申し上げます。
「人生に無駄な経験などない」
様々な職種や体験を経てきた今、この言葉を強く実感しています。
高校生だった 3 年間、私はクラブ活動もせず、学校ではほとんど関りを持とうとしない、
消極的で付き合いの悪い人間でした。
高校１年生の夏、ある小説との出逢いがきっかけとなり、物語の舞台となる場所を巡
る体験ツアーに、勇気をふり絞って参加してみました。全国から集まった参加者は、年
齢も上は中高年から下は小学生までバラバラ。でも、その物語が好きだという、たった
ひとつの共通点が強い絆となり、地域とも学校とも違う貴重な友人関係を築くことがで
きました。また作家の先生は、人生の折々に相談や報告ができる、頼もしい大先輩とな
りました。
当時は今ほど便利な時代ではなく、連絡は電話か手紙がほとんどでしたが、高校 3 年
生の 3 回目の体験ツアーに参加した後には、毎月 100 通を超える手紙をやりとりしたり、
知り合った福岡や東京の友人宅に泊まったりと、それまでとは全く違う自分になれた気
がしました。
親の目には、単に友達と遊んでいるようにしか見えなかったかもしれません。しかし、
未知なる世界へ一歩踏み出すことで得られた、出身や年齢が違う人との交流や意見交換
といった体験は、その後の大学進学や学生組織での活動（大学のアルバムを学生自ら撮影・
コピーライト・編集）、そして就職活動への前向きな自信となりました。
卒業生のみなさんには、未知なる世界への一歩を踏み出す瞬間が近づいています。不
安もあると思いますが、どうか新たな出逢いを楽しんでみて下さい。今宮高校で過ごし
た 3 年間は、一歩を踏み出す勇気が湧く、頼もしい土台のひとつとなってくれるはずです。
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1 組担任

勝手に弟子入りのすすめ
西口 直樹

自信を持って、前に進もう！
2 組担任 木村 和男

21 期生の皆さん、ご卒業おめでとうござい
ます。後にも先にも無い（はず？）の今宮で
は貴重な７クラスの学年に、２年生からです
が携われたことに感謝しています。
先日、21 期生の合格祈願で、大阪天満宮に
行ってきました。そのついでに天満天神繁昌
亭で落語を観た（落語のついでに合格祈願で
はない）のですが、落語界には師弟関係があります。
私には、師匠が 2 人（養老孟司、内田樹）いますが、師匠は私の
ことを知りません。大学へ通う電車の中（毎日２時間あった…）で、
読書を通じて、勝手に師事しました。“勝手に弟子入り”の良い所は、
学びたい放題だし、サボってもお咎めなし（だって師匠は自分のこ
とを知らない）ということです。
これから自由な時間が増えると思います。一方通行の師弟関係を
持てる読書をしてはいかがでしょうか。もちろん、多くの出会いの
中で、素敵な仲間や師匠になる人を見つけてください。
最後に、自彊会の活動もヨロシク！！

３年間への感謝
4 組担任 木田

千晶

18 期生の担任として卒業
式を終えた約 1 ヶ月後の 4
月 8 日、 私 は 21 期 生 の 担
任として、今度は入学式に参
列 し て い ま し た。3 年 2 組
の担任から 1 年 2 組の担任
になったので、全く同じ席か
ら全く違う風景が見えたのが、
何だか不思議に思えたのを今でも覚えています。
21 期生の皆さんは、優しくて面白いお父さ
んのような先生方、少し年上のお兄さん・お姉
さんのような先生方に囲まれ、のびのびと高校
生活を送ってきたのではないでしょうか。私も、
師というよりは少しだけ『先』を『生』きてき
た者として、皆さんを見守りつつも、時に楽し
みながら日々を過ごせたように思います。
実はこの３年間、ずっと考えていたことが
あります。皆さんと私は、もしかしたら出会っ
ていなかったかも知れない。もしかしたら、途
中でお別れすることになっていたかも知れない。
今日の卒業式を担任として迎えられることに最
大の感謝をしながら、笑顔とほんの少しの涙と
共に、皆さんを送り出そうと思います。卒業お
めでとう。

ゆっくり前進
5 組担任 片山

美紀

第21期生卒業おめでとう

卒業、おめでとうございます。
私にとって、みなさんと過ごし
たこの３年間はあっという間で
した。教室でみなさんと顔をあ
わせ、話をすることで、たくさ
んのことを学ばせてもらいまし
た。そして、たくさん救っても
らいました。みなさんの存在が
あったおかげで、無事３月を迎
えることができ、本当に嬉しく思います。
さて、みなさんにはたくさんの力があります。
その中の「表現する力」をぜひ磨いてください。
表情、言葉、スポーツ、絵、書、音楽、どんな方
法でも、表現するということは自分や誰かのため
になります。表現力豊かな人になってください。
これまでの３年間、全力でかけ抜けてきた人も
多いのではないでしょうか。これから先も、走り
続けなければならないと感じることがあるかもし
れません。そんな時こそ、ぜひ一度止まってみて
ください。そして深呼吸してください。
「ゆっくり」
で大丈夫です。
たくさんの経験を積んで、素敵な道を歩んでく
ださい。

(Just Like) Starting Over
第 3 年学年主任 肥下 彰男

かけがえのない時間を共に過ごした人との別れのとき、いつも
口ずさむ歌があります。
The Beatles の John Lennon の曲です。
Our life together is so precious together
We have grown, we have grown
Although our love is still special
Let's take a chance and fly away somewhere alone
「卒業」は、これからもずっとずっと成長していく皆さんと、もっ
と素敵な関係を築いていく節目に過ぎないのだと思います。卒業
おめでとう！
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卒業おめでとう！よく言われることですが、卒
業はゴールではなくスタートです。4 月からは大
学生・短大生・専門学校生・社会人・浪人生と他
の人からは呼ばれます。授業のときに「初めて補
助輪なしの自転車に乗ったとき、誰かが後ろで支
えてくれていると思っているときは安心して乗っ
ているけれど、誰も支えてくれていないと思った
瞬間に怖くなって、こけてしまうことが多いです。」と話していましたが、
これからは高校のときほど支えてくれません。そのために不安を感じるこ
とも多いと思いますが、今宮高校で学んだという自信をもって前に進んで
欲しいと願っています。けれど、もし万が一不安になった場合は、いつで
も今宮高校の先生が相談に乗ってくれます。その他にも「チーム今宮」と
して同級生が良いアドバイスを与えてくれます。卒業しても今宮高校とい
う大きな支えがあるので、堂々と自分の道を進んでください。遊びにも来
てください。

さらなる飛躍を！
第 2 学年主任 青木

真 明（天真）書

『好き』を増やすということ
3 組担任 阪口 祐吾

僕は自慢できるような人間ではないですが、自慢できる
ことがあるとすればそれは「人よりも好きなものが多い」
ということです。
読書や映画が好きで、漫画やアニメも好きです。舞台や
ミュージカルも好きだし、音楽も色々聴きます。美術館に
もよく行きます。運動するのも好きです。歴史が好きですが、
物理学にも興味があります。日本の文化をきちんと知りた
いし、同じくらい海外の文化にも触れたいと思っています。そして、色んなことに
興味を持ち、積極的に触れてきたことは今の僕にとって大切な財産になっています。
まだまだみんなは多感で、成長の只中にいます。その間に、色んなものに触れて
みてください。自分とは違う考えを持つ人、違う文化を持った国、それまで興味の
無かったものごとに。そして、色んなことを感じてください。その時は無駄に思え
るその知識や経験、その全てがあなたの財産になります。あなたを豊かで寛大な人
間にしてくれると思います。
卒業おめでとう。素敵な大人になってください。

その時にしかできないこと
6 組担任 福井 優子

卒業おめでとう。21 期は後にも先にもない！？ 7 クラス。皆さ
んが入学する前、私たち担任団が決定し、これまでにないことをやっ
てみたいと思いました。
その一つが、スクーリングでのファームステイです。今後自分た
ちで旅行をすることもあるでしょうが、普通の旅行ではなく「せっ
かくなら修学旅行でしかできない体験をしてもらいたい」という思
いからファームステイの導入を決めました。実際行ってみると、それぞれが様々な体験を
したことでしょう。楽しいことばかりではなかったかもしれませんが、多くの人が心に残
る体験になったことと思います。今も交流が続いている人もいると聞いています。
ある人が「ファームステイは私達の学年しかやっていないのが残念」と言っていました。
21 期だからできた体験です。その時その場所でしかできないこと、これからも大切にし
ていって下さい。

全力
7 組担任

岩尾

祐理

「私の長所は何事にも全力で取り組む点です！」これは私が教員採
用試験の面接試験の際、大声で試験官に伝えた自己 PR の一言です。
私は、何事にも全力で取り組むのが好きです。それを結構 21 期の
みなさんには強要してきました。教室には松岡修造カレンダー。
百人一首大会前はコミュ英の範囲を速く終らせて、クラス内予行練
習（内緒）。大掃除は全力ぺたぺた。体育祭は作戦を紙に書いて提出。文化祭に至っては
担任のほうが楽しんでいる勢いでした。皆さんの頑張る姿は、かっこよかったですよ！輝
いていましたよ！
半強制的に全力にさせてしまったことを反省していますが、次はみなさんが自ら何事に
も全力で取り組む番です。これからの人生「全力ポイント」がたくさんあります。そんな
とき、「今宮高校で全力してたな…」と、その時の友達との協力、達成感を思い出し、自
ら全力で前に進んでいってください。皆なら大丈夫。今後の活躍を全力で応援しています。
21 期のみなさん、卒業おめでとう！

德子

21 期生のみなさん、ご卒業おめでとうございます。今高生として、この３年
間、本当に忙しい毎日を送って来たのではないでしょうか。日々の勉強のみならず、
調べ学習、話し合い、発表と、総合学科ならではの活動をしてきたことでしょう。
課題研究発表会でも、21 期生のみなさんの行動的なフィールドワークや独自の
視点での研究など、素晴らしい発表を見せていただきました。ご卒業後も、大い
にその力を発揮して欲しいと思っています。
さて、進路関係でいらっしゃるお客さんが、よく褒めてくださることがあります。
それは車で来校した時に今高生が争って校門を開けてくれること、今高の卒業生
が 大学のゼミでリーダーシップを取って話し合いを進めたり、プレゼンしたり出
来ることです。今高生として誇れることだと思います。
いよいよお別れの時がやって来ました。21 期生のみなさんは、これから今高
を飛び立っていきます。飛び立った先でさらに飛躍なさることを祈念しています。

ご卒業おめでとうございます
第 1 年学年主任 柴田 浩之

総合学科 21 期生のみなさん、ご卒業おめでとうございます。
みなさんのその胸には、今宮高校での楽しかったことや頑張ったこと、苦
しかったことが、たくさん詰まっていることでしょう。その今宮での３年間
は、みなさんのこれからの人生において大いなる糧となることでしょう。思い
返せば、みなさんの入試選抜からは、それまでの特色選抜（前期入試）から一
般選抜（後期入試）になり、今宮に行きたいと思っていたみなさんは、受験す
るかどうかに、相当悩んだのではないでしょうか。でもみなさんは受験を決断し、
入学という目標を達成しました。これから社会に出て行くみなさんは、同じよ
うな壁にであうこともあるでしょう。でも、みなさんならそれを乗り越えられ
ることでしょう。今宮で手にした自信をもとに、社会人として活躍されること
を願っています。
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クイズ

平成最後の PTA 新聞
平成最後の PTA 新聞「いまみや」の発行となりました。
そこで、今宮高校の平成の 30 年間を振り返ってみます。
（創立 110 年史より抜粋）
平成２年
6 年11月
7 年３月
8 年４月
11月
９年7月
10年3月
14年3月
17年9月
18年1月
20年8月

生徒数 1,704名！ （36学級）
旧校舎お別れ会
新校舎竣工、旧校舎より移転
総合学科スタート 1期生 6学級（240名）
創立90周年 新校舎落成・新自彊会館落成
オーストラリア語学研修始まる
スクーリング 韓国、沖縄へ
アメリカの姉妹校訪問（生徒10名）
今高祭の後夜祭が生徒の企画運営で行われる
創立100周年記念講演 伊原剛志氏「志して候」
放送部ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト
全国大会出場
22年3月 ダンス部ダンスドリルロサンゼルス国際大会出場
ヒップホップ女子部門第１位
7月 男子水球部大阪大会で優勝し近畿大会出場ベスト８
24年3月 ダンス部ダンスドリルロサンゼルス国際大会
総合優勝快挙
26年4月 境田校長 民間企業からの就任
8 月 ダンス部全国高校ダンスドリル選手権全国大会優勝
ダンススタジアム全国大会優勝（Ｗ受賞！）
27年8月 水球部全国高校総体 水球競技大会出場
28年10月 硬式野球部秋季近畿地区高校野球大会
大阪予選でベスト 8
11月 創立110周年記念式典
12月 硬式野球部選抜高校野球大会
「21世紀枠」大阪府代表校に選出される
30年3月 26年よりダンス部国際大会 5 連覇中

どこでしょう？？
皆さんはどれくらい利用したことがあるでしょうか？
どんどん活用してくださいね

2019年1月19（土）・20日（日）

☆☆センター試験☆☆

♥ センター試験応援 !!♥

センター試験を前に PTA ３年実行委
員が、メッセージを添え、応援グッズの
袋詰め作業を行いました。生徒たちには、
1 月 16 日（水）のセンター受験者集会に
て配布して頂きました。

今 年 の セ ン タ ー 試 験 は、
127 名 の 3 年 生 が 受 験 し
ました。
会場である大阪市立大学の
入り口前では、早朝より先
生方や野球部員の生徒たち
が応援に立ってくれました。
受験生たちは直接声をかけ
てもらい、笑顔で会場に向
かって行きました。

☆☆クラブ活動報告☆☆
ダンス部
2019 年 1 月 1 日（火）
パナソニックスタジアム吹田
で行われた、皇后杯 JFA 第 40
回全日本女子サッカー選手権大
会のオープニングにて、ソーラ
ン「飛翔」を踊りました。
2019年1月19日
（土）
ダンスドリルウィンターカッ
プに出場し、ヒップホップ男女
混成部門Large編成にて3位獲得。

いまみや校内探検

☆☆百人一首大会☆☆
自治会行事「百人一首大会」が、
12 月 20 日 ( 2 年生）
、12 月 21 日
( 1 年生 ) に開催されました。
チーム対抗、大歓声で盛り上がり、
１年生は２組優勝、５組準優勝、２年
生は４組優勝、６組準優勝で大会は
幕を閉じました。
★ＭＶＰ★ １年２組 小幡莉菜さん ２年１組 北浦士伝さん

お知らせネット

編集後記

◆◆ 美術部 ◆◆
2019.1 大阪府高等学校芸術文化祭にて奨励賞受賞 2年田中かのんさん
◆◆ 男子バスケットボール部◆◆
2019.2.2 鹿島杯 バスケットボール大会（泉鳥取高校にて）
◆◆ ソフトテニス部◆◆
2019.1.26 ウインターカップ男子（堺上高校にて）
2019.1.26 ウインターカップ女子（金剛高校にて）
♦♦サッカー部♦♦
2019.3.21・23・27 大阪サッカーリーグ（今宮高校にて）

詳しくは本校ホームページをご覧ください。
クイズの答え：図書室
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21 期生の皆さん、卒業おめでとうございます。
平成最後の「いまみや」へご協力いただいた教職員、
保護者の皆様、いまみやん達、本当にありがとうござ
いました。
先生方からのメッセージを読んでいて、いまみやん
達は、本当にたくさんの先生方に温かく見守られて、高
校生活を過ごしていたんだなと、つくづく実感いたし
ました。それぞれ進む道は違うけれど、今宮高校での
経験を胸に新しい世界へ羽ばたいていってください。
新年号での次号 PTA 新聞「いまみや」もどうぞよろ
しくお願い致します。
広報委員一同

