
卒業特集「唐丹中学校 19 名のメッセージ」 

「こんにちは、釜石市立唐丹中学

校 3 年の上野岬希です。 

僕がこの 3 月に無事に中学校生活

を終え、卒業できるのは EEC の皆

さんからの沢山の支援のおかげで

す。本当にありがとうございます。 

 昨年の震災では母校の唐丹小学

校が被災したほか大切な仲間も失

い、つらい思いもしましたが、支援

のおかげで前を向いて頑張れまし

た。 

高校では陸上部に所属したいです。

頑張ります！」  

 「こんにちは、私は釜石市立唐丹中学校 3 年の雲南孝也です。 

私たちが無事この三月で卒業できるのは皆さんからの支援のおかげです。めっ

ちゃ感謝しています。 

 震災のあたりは家や物が流され、すごく大変だったけどいろいろな人達に支

援されました。 

その後は、体育館での勉強で大変だったけど無事に体育祭や文化祭、あきら

めていた修学旅行にも行ったのですごく感謝してます。高舘さんもお体に気を

つけてお過ごしください。さようなら。」 

 

 「こんにちは、私は釜石市立唐丹中学校 3 年の大瀧健太郎です。 

私が無事この 3 月に卒業できるのは皆さんからの支援のおかげです。本当にあ

りがとうございました。  

 昨年の震災でさまざまなものを失って、ハープ演奏会でハープを聞き、あた

たかいショールをいただき、とてもうれしく思ったし、震災で苦しい思いをし

たことを忘れることができました。 

 今、私たちは高校受験も終わり、高校に入学したら勉強や部活動に励み、皆

さんのように素晴らしい人になりたいと思います。本当にありがとうございま

した。」 

 



「こんにちは、私は釜石市立唐丹

中学校 3 年の尾形大成です。私が無

事この 3 月に卒業できるのは皆さん

からの支援のおかげです。本当にあ

りがとうございました。ほんとほん

と感謝です。 

 3月11日の震災で校舎が使えなく

なり体育館を区切っての教室でし

た。運動会、文化祭も遅れながらも

できました。4 月に予定していた修

学旅行にも無事行くことができうれ

しく思いました。 

 現在 3 年生は 14 日に行われる卒

業式に向けて練習に励んでいます。 

私は将来、復興の役に立つような人

間になります。 

皆さんのように人の手助けができる

ような人になります。本当にありが

とうございました。さようなら。」 

 

 

 「こんにちは、私は釜石市立唐丹中学校 3 年小野寺雄大です。私が無事この 3

月に卒業できるのは皆さんのおかげです。ありがとうございました。 

 昨年 3 月 11 日 私はとても悲しい思いをしましたが、高舘さんや多くの人た

ちからの支援や励ましをもらい元気を出すことが出来ました。それから高舘さ

んたちが催してくれたハープ演奏会では、ハープの音色がとても美しくて私の

心をいやしてくれました。 

 現在、私は受験を終え卒業式の練習に励んでいます。私は今回、高舘さんか

らたくさんの元気や勇気をもらいました。ですから私も高舘さんのように沢山

の人に元気や勇気を与えられる人になりたいです。本当にありがとうございま

した。お体に気をつけてお過ごしください。 

さようなら。」 

 

「こんにちは、私は釜石市立唐丹中学校 3 年の小澤龍太郎です。震災後何度

も支援していただきありがとうございました。この支援のおかげで卒業するこ

とができます。 

昨年の東日本大震災で家が流され、さらに大切な人も失い、何も手に付かない



状態でした。 

 体育館での生活は、とても苦しかったですが 4 月にできなかった修学旅行に

も行くことができ、とても嬉しかったです。 

今は、自分の夢に向かって花巻東高校に進学するための準備をしています。 

花東に行ったら、甲子園に出場し全国制覇に貢献したいと思ってます。最後に

本当にありがとうございました。さようなら。」 

 

 「こんにちは、私は釜石市立唐丹中学校 3 年の小野寺達之です。 

私が無事この 3 月に卒業できるのはみなさんの支援のおかげです。本当にあり

がとうございました。 

 昨年の震災では、家を流され さらに大切な友達も失いました。震災直後は何

も手につかない状態でした。 

 その後、仮設校舎が出来るまで体育館を区切っての教室でしたが今では、仮

設校舎もでき、それぞれの教室で勉強ができるようになりました。 

 4 月に予定していた修学旅行にも 11 月に行くことができ、とても楽しかった

です。私も勉強や部活動に励み、将来は人の役に立つような人になりたいです。 

高舘さんもお体に気をつけてお過ごしください。」 

 

 「こんにちは、私は釜石市立唐丹中学校 3 年の葛西敬太です。 

私が無事この 3月に卒業できるのは多くの皆さんからの支援のおかげです。 

本当にありがとうございました。 

 昨年、3 月 11 日の震災では父の実家が半壊し、さらに大切な友達も失いまし

た。震災直後はその悲しみで何も手に付かない状態でした。その後、体育館を

区切っての教室でしたが学校生活が再開し、また体育祭や文化祭、さらに 4 月

に予定していた修学旅行にも無事行くことが出来、大変うれしく思いました。 

 現在、私は卒業し、高校にも合格できました。 

高校では勉強や部活動に励み、将来できれば他の人の手助けができる人になり

たいと思っています。 

高舘さんもお体に気をつけてお過ごしください。さようなら」 

 

「こんにちは、私は唐丹中学校 3年の鈴木秀房です。 

高舘さんには大変お世話にの支援にとても感謝しています。 



 

 昨年の震災で 3 年生は大切な仲間を失い

ました。ずっと長い間、学校生活を共にし

た仲間だったのでとても悲しい思いをしま

した。学校生活が再開すると、体育館を区

切っての教室で、隣の方が騒がしかったり

など不便なこともありましたが、勉強する

環境があるというだけで有難かったと思い

ました。修学旅行に行き、沢山の思い出を

つくったことは 3 年生全員との一番の思い

出になりました。3月 14日には卒業式が行 

われます。高校では「負けない！負けてられない！」を原動力に頑張っていき

たいと思います。 

高舘さん、これからも元気に体に気をつけてお過ごしください。」 

 

 「こんにちは、私は釜石市立唐丹中学校 3年の鈴木裕也です。 

私が無事この 3 月に卒業できるのは高舘さんのおかげです。本当にありがとう

ございました。  

 昨年、3月の震災では家は無事でしたが、大切な友達を失いました。震災後は

悲しくてどうしたらいいのかわかりませんでした。 

 その後、体育館での授業になりました。となりからは他学年が聞こえ、なか

なか集中できませんでしたがそれにも慣れて、3 学期には仮設校舎に移りまし

た。 

今では、普通に授業を受けるようになり校舎の大切さが分かりました。 

 現在、3年生は無事高校受験が終わり、卒業式に向けてまじめに練習していま

す。また、合格発表も控えています。 

 もし、高校に入ることが出来れば、友達と一緒に楽しく勉強や部活に励み、

将来は家族や社会のためになれるような大人になりたいです。 

高舘さんもお体に気をつけてお過ごしください。さようなら。」 

 

 「こんにちは、私は釜石市立唐丹中学校 3年の鈴木幸宏です。 

私がこの 3 月で無事に卒業できるのは高舘さん達からの支援のおかげです。本

当にありがとうございました。 

 昨年の大震災では自分は家が無事でしたが、大切な仲間を失ってしまいまし

た。震災直後は何も出来ず、ただがれきを前に立ちつくすだけでした。 

そんな自分たち 3 年生も、体育館で授業を再開でき修学旅行や部活動なども無

事やることができました。 



 今、自分達 3年生は受験も無事終わって、あとは 14日の卒業式を残すだけに

なりました。高校に入っても、高舘さん達の支援のことを忘れないで生活して

いこうと思います。高舘さんもお元気でいてください。さようなら。」 

 

 「こんにちは、私は釜石市立唐丹中学校 3年の津江祐也です。 

私が無事、この 3 月に卒業できるのは高舘さんからの支援のおかげです。本当

にありがとうございました。 

 昨年、3 月 11 日の震災では家を流され、さらに大切な友達も失いました。震

災直後はその悲しみで何も手に付かない状態でした。学校は地震の影響で使え

なくなり、体育館での学校生活が再開しました。12 月に行ったハープの会でハ

ープを聴き、ショールをもらいました。大変うれしく思いました。 

 今 3 年生は受験が終わり、卒業式に向けて練習に励んでいます。16 日には合

格発表を控えています。もし、高校に入学できたら勉強と部活を頑張りたいと

思います。高舘さんもお体に気をつけてお過ごしください。さようなら。」 

 

 「こんにちは、私は釜石市立唐丹中学校 3 年の長谷川雄紀です。私が無事こ

の 3 月に卒業できるのは高舘さん達からの支援のおかげです。本当にありがと

うございました。 

 昨年、3 月 11 日の震災では、何もかも津波に流されました。震災後はその悲

しみで体調をくずしてしまいました。 

 その後、何とか学校生活が再開し、三学期には仮設校舎で勉強することがで

きました。修学旅行にも無事行くことができ、みんなと楽しい時間を過ごすこ

とができました。 

 現在、私は高校受験を終え、結果を待っているところです。私は科学者にな

るのが夢なので、高校に入学したら今以上に勉強や部活に励み、将来はどんな

人にでも優しく手をさしのべる人になりたいと思ってます。 

これからもお体に気をつけてお過ごしください。」 

 



「高舘さんへ 私は、釜石市立唐丹町中学校 3年の井上いずみです。 

高舘さんからの支援のおかげで無事、この 3 月に卒業できます。本当にありが

とうございます。 

 3 月 11 日の東日本大震災で、大切な友達を失ってしまいとても悲しい思いを

しました。 

 その後、体育館を区切っての教室での授業でしたが、前と同じ生活とは言え

ませんが、だんだんと近づいてきました。体育祭や文化祭、修学旅行に行くこ

とができ、とてもうれしいです。 

 今は、卒業式練習に励んでいます。最高の卒業式になるように頑張っていま

す。高校入学後は、勉強と部活を両立し、充実した高校生活を送りたいです。 

高舘さんもお体に気をつけてください。本当にありがとうございました。」 

 

 「私は釜石市立唐丹中学校 3 年、尾形彩香です。今年、私は無事卒業できる

と思います。多分、高校にも受かる事ができると思います。これからの希望を

持てるのは、高舘さんのおかげだと思います。本当にありがとうございました。 

 高校に入学できたなら、勉強や部活に励み、将来できれば高舘さんのように

他の人の手助けができる人になりたいと思ってます。 

お体に気をつけてお過ごしください。」 

 

 「私は釜石市立唐丹中学校 3 年の尾形春美です。高舘さんからの支援のおか

げで、私は無事卒業することが出来ます。たくさんの支援本当にありがとうご

ざいました。 

 3 月 11 日の震災で、私たちはたくさんつらい事を経験しました。これから私

たちはどうやって生活していくのか、とても不安でした。でしたが、周りから

たくさんの支えがあり、今日までやってこれました。できないと思っていた様々

な行事もちゃんとやることができました。高舘さんのおかげで、たくさんの思

い出もできました。本当に感謝してます。 

 もし高校に合格し、入学することができたら、進路達成のために、勉強に一

生懸命取り組んでいきたいです。高舘さんへの感謝の気持ちを忘れずに、これ

からも頑張っていきたいです。ありがとうございました。」 

 

 「こんにちは、私は釜石市立唐丹中学校の尾形美咲です。高舘さんからたく

さんの支援をいただき、すごく感謝しています。 

本当にありがとうございました。 

 3 月 11 日の震災で苦しいことや悲しいことばかりでした。普通の生活を送る

ことができない日々が続き大変でした。しかし、今は楽しい学校生活を送って



います。このように生活できるのも、たくさんの支援があったおかげです。 

 現在、私たち 3年生は受験を終え、4月から高校生になります。高校生になっ

たら、勉強、部活と何ごとにも一生懸命とりくみたいと思ってます。また、高

舘さん達からの支援への感謝をいつまでも忘れず、頑張っていきたいです。 

高舘さんもお元気でがんばってください。さようなら。」 

 

 「こんにちは、私は唐丹中学校の曽根紗彩です。私達が何事もなく卒業でき

るのは高舘さんのおかげです。本当にありがとうございました。 

 3 月 11 日の震災で大切な友達と家を失いました。悲しさと悔しさでいっぱい

でした。授業も体育館でやり少し大変でした。でも今は、仮設住宅に入り、学

校も仮設校舎に移り不自由がありません。 

 高校受験も終わり、16 日には合格発表です。すごいドキドキします。もし高

校に受かったら、新しい友達を作り、部活や勉強を一生懸命がんばります。 

将来の夢があるので、夢に向かって努力したいと思います。また、高舘さんが

私達にしてくれたみたいに、私も人の役に立てるようにしたいです。 

 高舘さんからは、支援や優しさなどたくさんもらいました。本当にありがと

うございました。体に気をつけてください。」 

 

 「こんにちは、私は釜石市立唐丹中学校 3年の松山祥子です。 

高舘さんからの支援のおかげでこの 3月に卒業することができました。 

本当に感謝しています。 

 昨年、3 月 11 日の東日本大震災では大変な思いをしました。しかし、高舘さ

ん含め沢山の方々のおかげで体育祭や修学旅行の行事や部活をすることができ

ました。 

 現在は 14日に行われる卒業式に向けて準備を進めています。高校では勉強と

部活を両立できるように頑張りたいと思います。高舘さんも健康に気をつけて

お過ごしください。」 

 



―EEC から卒業生の皆さんに― 

支援者 8 名が卒業式に参列させていただきました。 

堂々とした 19 名の態度、涙で送った後輩達、涙ながら語った校長先生の式辞。 

どの場面も感動的で心のこもった温かい卒業式でした。「困った時はいつでもこ

こにおいで！」と優しく語りかけた校長先生の言葉を忘れず頑張ってください。 

    ＜参列者＞  

 堀泰雄（群馬県）  堀玉江（群馬県）  伊藤順子（愛知県） 

     右原君江（東京都）  太田茂子（福島県） 松岡喜美子（埼玉県） 

     伊藤富美子（群馬県） 高舘千枝子（岩手県） 

 「蛍雪の功」という言葉がありますが、まさに、これまでの努力が実を結んで

卒業を迎えられたこと、本当におめでとうございます。 

１９名の卒業生のみなさんに、お贈りしたかった三つの言葉を、この場を借り

てお伝えします。 

  一つ目に、自分を大切にしてください。 

  二つ目に、たくさん本を読んでください。 

  三つ目に、たくさん感動をしてください。 

・音楽、映画、絵画、旅行、美しい風景など感動できるものとの接触を心がけてください。 

 

みなさんの前途に幸多からんことを祈っています。 

釜石市立唐丹中学校の卒業式に参列させていただきましたことに、心から感謝

申し上げます。ありがとうございました。 

参列者代表 伊藤順子 

 

 


