
◆愛知県立天白高等学校は、昭和52年4月に開校致しました。

私したち、第１回卒業生は、この学校の伝統と校風を樹立するために、いろいろな足跡を残しました。

人生は出会いから始まると言われます。

私したちが、この学校で出会った先生方、友人、いろいろな行事、できごとなどを、サウンドとして残しておき、

若き日の郷愁として、あるいは青春の思い出として、心の中にいつまでも留めておきたいと思います。

◆それでは、私たちが何度も歌った、山崎敏夫作詞、水谷昌平作曲、愛知県立天白高等学校の校歌です。

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

丘にたち 天にそびゆる 五層の窓 大気に開けて

学びとれ 自然の命を 吹きわたる 清爽の風

ああ天白 天白高校

さぎそうの 花は純白 野は遠く 山脈はるか

求め行け 文化の光を 延びやまぬ 見下ろす市街

ああ天白 天白高校

高く飛ぶ 雲の彩あり 川水の 流れとこしへ

かへりみよ われらの生命を 伝統の 校風生まん

ああ天白 天白高校

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

愛知県立天白高等学校第1回卒業生 声のアルバム 1980（A面） 文字起し編
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◆初代校長井川四郎先生から、お言葉をいただきます。

（井川四郎校長先生）

空気の澄んだ日に、遠くに見えるのは、霊峰御岳です。

その御嶽山が有史以来の噴火をしたのが３年生の秋（1979(昭和54)年10月28日）でした。

私は丁度その日、第１回生の皆さんは間に合わなかったが、豊田新線が開通したので、２回生の健脚会の下見に猿投山に登っていました。

夕方、テレビで知った時の感動は、決して忘れることはないでしょう。

何か心の底がじんとし、偉大なものに接した感じ、そして大自然が送ってくれた最大の花火ではないかと思いました。

天白高校は、地域の皆様の絶大なご要望に従って、当時としては全く異例な40億(円)もの巨額をかけて、権現山の造成地に城のように造られました。

昭和高校で受験し、合格された諸君が集まった学校の地は、広々とした空に包まれていました。

未開の魅力、将来の希望にあふれた未知の魅力にひかれ、自然の美しさと厳しさ、先生方の人生をかけた鬼手屈伸の熱意と腹力、

天白高校での３年間を皆さんはどのように過ごしたでしょうか。

開校に先立って１年間、私は天白高校の青写真を日夜考えました。

それは、小さな、一人一人の、皆さんが、勇気をもちバイタリティを身につけて、

無限の力を発揮するには、どんな手助けが出来るだろうかということです。

スローガンを考えました。

自然に学ばん 文化に学ばん 己に学ばん のスローガンです。

皆さん。 人生は、一生が勉強です。学校に居るときだけではありません。

スローガンは、人生での接する態度です。

自然は、文化は、そして己は、自分の生きる時の大先生に他なりません。

皆さんは誰一人、他の人と同じ道を歩くことはありません。

御岳噴火の様子は、以下のHPにて

「林野庁中部森林管理局Webサイト 1979年御嶽山噴火」

(https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/kiso/morigatari/saigai.html) 
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喜びも、悲しみも、困難も全て違っているはずです。

その時、学びとろうとしさえすれぱ、一人一人の心境に応じ、最も適切な答えを教えてくれるでしょう。

どうか、メイクアチャンスのファイトで、多くの人々に喜んでもらえるような生き方をしてください。

終わりに、私の好きな詩を述べます。

春に百花あり 秋に月あり 夏に涼風あり 冬に雪あり

ここ天白高校を思い出し、日本の国土を大切にしてください。

個性に応じた花を咲かせ、天の一角を占めてください。

いつまでもお元気で。

◆つづいて、私くしたちがお世話になった先生方から、一言づつお言葉をいただきます。

（服部滋教頭先生）

日本史を担当していました服部です。

卒業生諸君、卒業おめでとう。

月日のたつのは早いもので、もう君たちを送り出す日を迎えました。

天白高校で送った３年の月日の中で、学んだこと、経験したこと、喜んだこと、鍛えたこと、時には悲しかったこと、

みな大切に胸に刻みこみ、よりいっそう立派な若者として成長してください。

まだ、学校を離れても、きっと君たちと合う機会がありますよ。その時には互いに元気よく挨拶を交わし、無事を喜ぶと共に

天白高校の発展を祈り、語りあおうではありませんか。
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（野村みどり教頭先生）

今年度、天白高校にまいりました教頭の野村でございます。

第１回生の皆さん、晴れのご卒業、本当におめでとうございます。

長い人生の間には、いろいろ有りましょうが、何事にもくじけず天白精神で頑張ってください。

そして、素直に誠実に生きることの好きな人間であってください。

最後に皆さんの健康と幸せを祈っております。

（渡部公民先生）

学年主任の数学を教えていた渡部です。

卒業おめでとう。

オリンピック問題とか、オペックの石油問題で幕開けした80年代を、君たちはどう考えておるでしょうか。

人間とにかく汗して得たその成果を、自分自身の手で、この世界に羽ばたく人間性というのを養っていただきたいと思います。

とにかく汗すること、そしてその汗によってその本人が世界に羽ばたく人間になってもらいたい。

そらそれを一途に念願するものであります。

流汗悟道、この言葉は、何回も３年間で言い続けてきました。

君たちの健闘を祈ります。さようなら。

（吉良幸生先生）

国語科を担当していた吉良です。

まあ１回生、いろいろ苦労したけれども、まあいよいよ卒業ということで、とにかく真面目に、こつこつ、あせらず、慌てず、

ゆっくりに、ぼちぼち、元気でやれや。おわり。
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（浜島真先生）

社会科の浜島です。

自分を欺くことほど容易なことはありません。

なぜなら、「我々の欲する物を、我々は何時でも信じようと心構えているからだ」という教えが古代ギリシャにあります。

一時の欲望を満たす代償に、自己自身を蔑ろにしないよう自らを厳しく見つめながらも人生航路を送られんことを祈っています。

大きく育て１回生。おめでとう。

（荒木司郎先生）

英語を担当していた荒木です。

新設１年目より諸君と共に歩いてきました。自分としては最善をつくしたつもりです。

何の悔いもありません。諸君も同じ気持ちだと思う。

自分の姿で、一番格好良かった時と、悪かった時のことを紹介しておこう。

それは、剣道の寒稽古の勇姿であり、持久走訓練での女子の最後尾を走っている時の姿であります。

最後に、人生について一言。

得意なことだけをすることは、大したことではありません。

不得意なことにも挑戦するだけの幅を持ってほしい。

（尾池栄二先生）

体育を担当していました尾池です。

1年生時のグラウンドも、太鼓も無かった、時代を過ぎ

2年生時の体育館、グラウンドも出来、そこで思う存分運動出来た喜び。

この喜びを今後の人生の中でも活かして、そしてスポーツを大いに楽しんでください。
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（後閑悦子先生）

体育担当の後閑です。

踏まれても、根強く忍べよ、道の草。やがて花咲く 春を待つため

この歌は、私が小学校を卒業する際に担任の先生から送られたものです。

なぜか今もなお、心に深く残っており、苦しい時はもちろんのこと

心弾む喜びのある日にも、ふっと浮かんで来るものです。

今、新しい世界へ一歩踏み出す皆さん、苦しみや悲しみにぶつかったとしても

強く、そして逞しく生き抜いていってください。

それでは体を大切に。

（金森明美先生）

生物を担当していました金森です。

君たちがこの学校に入学したのと、そして私が信任の教師として初めて生物を教えるようになったのと同時でしたね。

もう３年も経ったんだなあ。と感激しています。

私としては、君たちが居る間に意地でも苗字を変えてやろうと思って居ましたけど結局、駄目でした。

君たちはこれから社会へ、或いは大学へとそれぞれ進んでいかれるわけですが、

お互いに、何事も簡単に諦めないで頑張っていきましょう。

じゃあ、お元気で。さようなら。
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（岡田礼子先生）

みなさんの健康管理を担当してきた岡田です。

勉強で責められ、保健室ではキツいことを言われ、でも自分のことは自分で責任を持つ

これが一人の人間としての最小の範囲だと思って心を鬼にしてきました。

これからは、この責任を重く感ずることが多いと思いますが、健康第一と考えて

素晴らしい人として成長してください。

◆つづいて、各学級担任からのお言葉と、各クラス室長、副室長の声をお送りします。

（一組担任宮田孝夫先生）

一組の担任をしていました宮田です。

卒業おめでとう。

卒業してから、トンちゃんを食べたくなったら私の家に電話をしてください。

私の方が食べたくなったら、皆んなの家に電話をします。

また、トンちゃん屋で会いましょう。

○三年一組の室長です。

三年一組の特徴。一言で言って、ものすごく、よく休むヤツがいます。

三年一組は、個性とユーモアたっぷりの、とても楽しいクラスでした。

副室長としては何もできなかったけれども、一年間どうもありがとうございました。
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（二組担任近藤喜則先生）

二組を担当していました近藤です。

１回生諸君、卒業おめでとう。

皆さんの卒業後の健闘を祈ります。

諸君は21世紀に生きる人間です。

この後さき、どんなつらいこと、楽しいことがあっても、少なくとも私より先に死んではいけません。

絶対に私より先に死んではいけません。俺より先に死ぬなー。

○（二組室長）卒業したら、皆ばらばらになってしまうけれど、どこかでばったり会ったら、気軽に声をかけ合いましょう。

（二組副室長）一風変わった人がたくさん居たけれども、気取らなくて、愉快で、笑いの絶えないクラスでした。

（三組担任水本安彦先生）

三組の担任をしていました水本です。

卒業おめでとう。

３年間、試行錯誤の連続であったと思う。初年度から担任をして、各学年とも素晴らしい生徒に恵まれた。

教師として、生徒諸君から逆に学び、教わることが多かった。

小生とて、諸君同様に悩みもし、苦しみもした。もっと一人一人適切なアドバイスをしたり、良き話相手になれたはずだ。

どんな環境でも、それを理由に物事を投げ出し、現実に流されてしまっては、自分一人が駄目になるばかりでなく、諸君にも良くない影響が及ぶ。

これは教師の宿命、いや大人の宿命と言える。

そこで、いろいろな意味を含めて、諸君に良く学び、良く遊べ という言葉を贈りたいと思う。

さようなら。また会う日まで。
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○（三組室長）三年三組のみなさん。高校生活三年間を振り返らず、逃げずに新たな世界へ、旅立ちましょうね

（三組副室長）三組は皆んな個性が強くて、時にはぶつかることもあったけど、いつまでも心に残るクラスでした。

（四組担任武藤順太先生）

三年四組担任、武藤です。

人が皆走っているときには、歩いて行く。

歩いているときは、走ってみる。

何時でも自分の意思を確かめながら生きていく。

冷めた心に自分を置くことは、きつい生き方かも知れないが、そんな生き方してみたいね。

また会うときまで、さようなら。

○（四組室長）このクラスの皆んなというのは、何事につけても燃えてやっていたようで、卒業後も、その炎を燃やし続けていてほしいと思う。

（四組副室長）とにかく、元気のあるクラスだったと思います。どうも一年間、ありがとうございました。

（五組担任磯野孝子先生）

三年五組 担任の磯野です。

皆さんとは今年１年のお付き合いでした。

というのは、昨年度は私は他の学年を担当していたのです。

正直申しまして、今年１年だけだというのに、それに加え人間としてはあまり上出来ではない私のような人間を

上手く支えてくれた三年五組の人に非常に感謝しています。

それは、皆さんの明るく素直な性格が非常に大きく作用しているのだと思います。

それでは、皆さんの健康と、幸福をお祈りします。
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そして私の最後の願いですけれども、人生をどうか楽しく明るくすごしていってください。

さようなら。

○（五組室長・副室長）我が三年五組の華麗なる足跡。

５月陸上競技会に於いて総合優勝。

６月合唱コンクール第二位。

７月球技大会に於いて、男子バレーボール第二位。男子ハンドボール第二位。

女子バレーボール第二位。女子ハンドボール第二位。総合優勝。

室長 木村 隆夫

副室長 近藤 恵美

（六組担任坂野博幸先生）

六組担任 坂野博幸です。

天白に第１回生の君たちと、担任としてまた、数学の教師として、３年間学校生活を一緒に送ってきました。

今、振り返ってみると、新設ということで、大変な３年間だったかもしれませんが、その中には有意義なことも少なくなかったと思います。

三年六組の諸君、第１回生諸君、この天白高校をいつの日か思い出してください。良い思い出として。

最後に、卒業おめでとう。

○（六組室長・副室長）三年六組 ぼえむ ぼうえむ たいへん困る。

クラスのまとまり、まともに見れば強いとは言えないが、授業はとってもめずらしい。

六組担当坂野先生、結婚して約１年、背が高くて半分ハンサム、おなかは 現在進行形。
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（七組担任田中孝始先生）

七組を 担任をしていました田中です。

卒業おめでとう。

生きることへの意義。この３年間で何を思い何を考えてくれたでしょうか。

卒業後、酒を酌み交わし、是非語りたいと思って居ます。

お元気で。

○（七組室長）クラス録音でだいぶ白けたみたいだけど、だいぶクラスのあれがでたみたいだけど、

合唱大会で優勝できたから、それはうれしいと思います。

（七組副室長）七組というのは、一皮むけばおもしろい子ばっかりの集まりなので、もう少しふれあう機会が欲しかったですね。

（八組担任早川忍先生）

八組の担任をしていました早川です。

私くし当年３６歳。耐寒訓練のマラソンも新任のころは男子コースを走っていましたが、今では女子コースを自ら希望し

あと十年もすれば交通整理に回るだろう。寂しいことだ。

１８歳。金もない。ガールフレンドもいない。勉強はせないかん。

まあ、毎日、いらいらした生活を送っていたと思うが、自分は１８歳にもう一度なりたいですな。

君たちはこれからですね。
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○（八組室長）渥美 ようやく３年間終わったな。ところで僕の部下になってどう思ったかね。

（八組副室長）はい、今年は西沢様のおかげで、いい年でした。

（室長）まあ、そりゃそうだろう。しかし前期の室長とはもっとやりたかった。

（副室長）でも後半は、西沢様のおかげで良いクラスになりましたね。

（室長）あんな、口火をあげるだけよりはいいだろう。

（副室長）そうです。西沢様の目の輝きに比べたら あんな・・

（室長）ところで関さん 半年間ありがとう。

どういたしまして。

（室長）それから関係の先生方、どうもありがとうございました。

原版

★構成・編集

近藤克治(8組) 吉田章子(4組) 谷口武夫(4組)

◆ナレーション

吉田章子(4組)

昭和55年2月 贈 2･3回生

企画・編集 天白高等学校同窓会「白さぎ会」

2022(令和4)年4月2日初版
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