
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 『泣いている君が好き

だ 笑っているきみと同

じくらい』谷川俊太郎の

一節を卒業特集号「若さ

ぎ」に引用した。読んで涙

が出た、と伝えてくれた

当時の保護者とは今も交

流が続いている。自分の

子どもの事で悩んでいた

時、私の赤い目を見てい

っしょに泣いてくれた生

徒がいた。今はその卒業

生も親になり、連れてき

た赤ちゃんを抱かせても

らった。 

たくさんある中で忘れら

れない思い出。 

私はこの鶴尾中学校に 11 年勤務し

ました。 

そこで出会った全ての人が、私を人

として、教員として成長させてくれた

と感じています。 

鶴尾中学校は関わりのある全ての

人々にとって、閉校後も心の中に永遠

に残る学校です。 

 いよいよ、そのときが

来ました。大好きだよ～

みんな。大好きだよ～鶴

尾中学校。 

 一つひとつのことが、

鮮明によみがえります。

人との出会い、つながり、

温もり。鶴尾中学校は永

遠に輝き続けるのです。

こ の 居 心地 のよ い 場所

は、みんなのなかに生き

続 け 勇 気と 力を く れま

す。しっかり潤って新し

い世界へ。未来には明る

い希望しかない。 

 鶴尾中学校の閉校を迎

える最後の教職員の一員

と し て 過ご すこ と がで

き、感謝の気持ちでいっ

ぱいです。７４年もの長

きにわたり築かれてきた

鶴尾の伝統と精神は、歴

代の卒業生や地域の皆さ

まの心に深く刻まれ脈々

と生き続けていくと確信

しています。 

 また、最後の卒業生と

なられた皆さまは、本校

での貴重な経験を糧に、

本校の卒業生であるとい

う誇りを胸に、希望に満

ち た 新 しい 道を 一 歩ず

つ、力強く進んでいくこ

とをいつまでも応援して

います。 

 平成 30 年 4 月に鶴尾

中学校に生徒と一緒に私

も入学しました。鶴尾中

学校に赴任した時に知っ

た 3 年後の鶴尾中学校閉

校。生徒と一緒に学校最

後の卒業生になるのか？

3 年後にはなくなるの

か？ 

ついに令和 3 年 3 月

31 日に閉校となります。

3 年間一緒に過ごした生

徒や教職員との思い出は

私の心の中に一生残るで

しょう。10 年後に会いま

しょう。 

 本校で過ごした 12 年の月日を文章や

言葉で表すことはとても難しいことで

す。ただ、今の自分があるのも、これか

ら先の自分がいるのも、この鶴尾中学校

という器の中でたくさんの人と関われた

からということが言えます。一期一会。

私に関わってくださった方々、私に居場

所を与えてくれたこの鶴尾中学校には、

感謝の思いしかありません。これまで大

変お世話になりました。そして、これか

らもどうぞよろしくお願いいたします。

皆様のご多幸を祈念して、結びにいたし

ます。 



 
  

 鶴尾中学校の 3 年間は

私にとって大きな転機と

なりました。人として大

切な感覚、大切にしてい

きたい価値観など、多く

のことに気付かされ考え

させられた毎日でした。

ここでの様々な経験は、

私を成長させてくれた貴

重な「思い出」となりまし

た。この「思い出」を胸に、

これからの自分の人生を

し っ か り歩 んで い きま

す。ありがとうございま

した。 

 人と人との出会いほど不思議なこ

とはありません。この広い地球の中で

出会う人はほんの一握りの人だけで

す。こうして出会うことができた皆さ

んと過ごした日々は、今後忘れられな

い大切な思い出となることと思いま

す。  

 卒業生の皆さん、これから新しい環

境でたくさんの人たちとつながって

いくと思います。すばらしい出会いが

あることを心から願っています。 

 教員として大変濃い３

年間を過ごしました。笑

って、泣いて、悲しんで、

喜んでと大忙しの楽しい

時間はあっという間。共

に過ごし、共に学べたこ

とは、二度と得られない

財産としてもっていきま

す。何に向かって、誰に向

かってかはわからないけ

れど、感謝してさよなら

です。 

 手先まで気持ちを込め、表情豊かに体全体

で表現する手話コーラス。重なり合う音色と

力強い動きで堂々と演奏する鶴尾太鼓。道行

く人みんなに笑顔と元気を与える朝の挨拶

運動。先生も生徒も真剣に向き合う人権学

習。   

毎日の何気ない日常も含め、すべて鶴尾中で

の大切なオンリーワンの思い出です。 

 最後の卒業生とともに

３年間を鶴尾中学校で過

ごしました。とてもアッ

トホームな学校で、子ど

もたちから多くのことを

教わりました。また、自分

の良さや弱さについて、

とことん向き合えた３年

間でした。鶴尾中学校で

の経験をベースに、今後

も教師として、人として

成長していきたいと思い

ます。本当に、お世話にな

りました。 

 鶴尾中学校で巡り合っ

たたくさんの人との出会

いは、私を成長させてく

れた。当たり前だと思っ

ていたことは、実は自分

の小さな世界だけで正し

いと思い込んでいたこと

だと気づくきっかけをく

れた。見えていない世界

がある。そのことに思い

を巡らす余裕と感性をも

ち、大事なものを見失わ

ないようにしたい。あり

がとう、鶴尾中学校。おつ

かれさまでした。 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2019 年４月に教師と

して初めて赴任したのが

鶴尾中学校でした。この

二年間、最後の卒業生と、

共に学び、共に悩み、共に

笑い、数え切れないほど

の貴重な経験をさせてい

ただき感謝しています。 

そして、気づけばもうそ

の日がやってきました。

閉校となりますが、鶴尾

魂 と 共 に “ To  each  

road（それぞれの道へ）”

歩んでいきましょう。ま

た会いましょう。 

バンビのようななっちゃんが体を

反らせて鋭い針のように地面に突き

刺さる。腕力で敵うわけもない三年生

をチビッコ軍団が引き切った。「アッ

チ行け」「キモいんじゃ」と言いながら

満面の笑顔で近寄ってくるヤツら。な

んといじらしくかわいい子らか。本気

で笑い、本気で怒り、常に全力を出し

切りたいと思った。はるちゃんが最後

に言った一言は私の宝となった。「お

前の体育おもろいわ。」 

 生徒たちに教わり続け

る４年間でした。自分に

できることは何か、自分

のしていることは本当に

正しいことなのかを考え

る 貴 重 な時 間で し た。

日々、生徒たちの成長と

ともに自分の成長も感じ

ることができ、感謝です。

１０年後、互いにさらに

成長した姿を見せ合いま

しょう。鶴尾中学校、あり

がとう。 

 鶴尾中学校に赴任し、3

年が経ちました。たった 3

年、されど 3 年。私自身

を大きく成長させてくれ

た場所。閉校は寂しいで

すが、生徒のみんなはも

ちろん、さまざまな人と

出会い、関わることがで

き、濃密な時間を過ごせ

たことに感謝が尽きませ

ん。 

 どこに行っても出会い

に感謝し、自分もまわり

も大切にできる人にお互

いなっていきましょう。 

 

私は、鶴尾中学校に約

７年間勤務しました。振

り返ると本当に色々と学

ばせてもらえた学校でし

た。楽しかったことだけ

でなく、悩んだことや苦

しかったこともありまし

た。しかし、そのすべてが

今の自分を形作る血肉に

な っ て いる と思 い ます

し、とても教師として成

長させてもらえた学校と

して、大変感謝していま

す。今年、閉校を迎えるの

は寂しいですが、１０年

後に再会することを楽し

みにしようと思います。 

 鶴尾中学校の皆さん私を忘れないでく

ださいね。学校を修繕し、校庭を綺麗に

できなくなると思うと寂しい限りです。

２０２１年３月で退職となりますが、赴

任してこの 2 年間は楽しく仕事ができま

した。筋肉は一日にしてならず。筋トレ

に日々励みましょう。 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

他校から用事で来てい

た先生が、「クラスマッチ

をしているのですか？」

と私に尋ねられたことで

気づかされたことがあり

ました。その時は体育の

授業で、生徒さんと一緒

に先生方が参加していま

した。皆さんが熱心に取

り組み、和気あいあいと

した雰囲気に、その先生

は感嘆し言い表された言

葉だったように感じまし

た。普段の学校生活のそ

れぞれの立場でのコミュ

ニケーションの在り方を

学 ば せ てい ただ き まし

た。ありがとうございま

した 

 Most memorable school 

ever!  

Tsuruo Junior High 

School taught me a lot of things 

in life. This school taught me how 

to be patient; how to give more 

importance to others and; how to 

be positive amidst hard times of 

life. 

 I will be forever grateful 

that I was able to be here. I will 

never forget this school. A 

memory of a lifetime! 

鶴尾中学校での一番の

思い出は体育のソフトボ

ール。生徒数が足りない

ため学校中の教員総動員

で参加するのが鶴尾流な

のです。そしてその先生

方が活躍すること！皆の

声援を受けてヒットを量

産し、生徒たちもそれに

続きます。ハイタッチや

笑い声、忘れることのな

い大切な光景です。素敵

な思い出を作ってくれた

生徒や先生、保護者のみ

なさまに心から感謝いた

します。鶴尾中学校あり

がとう。 

 鶴尾中学校の閉校が決

まってから、３年間が経

ちます。その間穏やかで

ユーモアあふれる生徒や

悩める生徒達に寄り添っ

ていると心温まる言葉が

返ってきました。体育の

時間では、剣道・バレーボ

ール・卓球などに参加し、

子ども達との真剣勝負に

私も若返って元気をもら

いました。 

 ３年間を振り返って、

先生方や生徒達には感謝

の思いでいっぱいです。

あ り が とう ござ い まし

た。 

 笑顔しか思い浮かばな

い。「読み聞かせをした

い」と無理を言って、給食

中 の ク ラス に入 っ たと

き、待っていたよと迎え

てくれた笑顔。つまらな

いときは「つまらん」気に

入った時は「よかったの

う」と笑顔。重い書籍を運

びあぐねていたら、「持っ

てやるわ」と男気の笑顔。

20 年近く昔、「こんな本

読みたかった」と通って

くれた少女たちの柔らか

な笑顔。思い出は、キラキ

ラしていて、笑顔しか思

い浮かばない。 

 －鶴尾中学校にめぐりあえて、ほんと

うによかった－ 

 正門を入ると閉校までのカウントダウ

ンの日数が目に入ります。１日１日が愛

おしい。 

 閉校はそれぞれのスタートでもありま

す。校舎等の跡地利用も考えられている

ようです。歴史を刻んできた鶴尾中学校

に、思い出を作ってきた皆さんに負けな

いよう、数年後笑顔で胸を張って語り合

える自分でありたいと思います。鶴尾中

学校、ありがとう。 


