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帝京ロンドン学園 
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Framewood road, 

Wexham, 
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SL2 4QS 

    卒業式 式辞 

 校長  中山 理 

 卒業生の皆さん、卒業おめでとうございます。ご列席の保護者の皆様にも心よりお喜び申し上げます。 

 本日は、2017年度の卒業式を挙行するにあたり、ご多用中の処、在英国日本国大使館の宇山秀樹総括公使兼総領事

様、父母の会会長の唐木成子氏、第 1回卒業生であり昨年 12月にテレビ朝日に出演された音楽家の山本友樹氏、インタ

ーナショナルスクール・オブ・クリエ―テイブ・アーツ（芸術学校）の佐藤理事長様を初め、ご来賓のご臨席を賜り、心から御礼

申し上げます。 

 卒業生の皆さん方は、この学校での 3年間をどのようにお過ごしでしたでしょうか。3年前に胸を膨らませて入学してから、いろ

いろな事があったと思います。イギリス人の家庭でホームステイをしたり、いろいろなアクティビテイーで街の人と会話をしたり、職場

体験ではお店の人やお客さまとも接して、学校で習った英語の学習を活かして英会話も上達したものと思います。イートン校や

ハロウ校の人達ともスピーチコンテストをやりましたね。皆さんもかなりの実力が付いたのではないかと嬉しくなりました。 ドイツの旅

行、フランスでのスキー、スペイン、イタリアなど、ヨーロッパ各地を巡り、人々の考え方の違いを学び、その中で自分たちの考え方

も大事にするという、世界的視野に立った思考も学んだと思います。その中から、論理的思考や科学的思考も学んでいったもの

と思われます。また、寮の生活から、友達を思い遣り、時間や規則を守るという、社会人としての諸々のルールを学んできたよう

に思います。水泳、バスケット、サッカー、テニス、クロスカントリーなどで体を鍛え、スポーツのルールを守るところからも社会性を学

んだと思います。 

 これからの皆さんは大学に進みます。それぞれの道は異なるかも知れませんが、それぞれの道で活躍されることを祈っています。 

 私は以前、学校のブログに「一人前」という題で書いたことがあります。それぞれの時に場所をわきまえてきちんと出来る人が一

人前の人です。物事の善し悪しが判断できるのは何歳からという年齢で決まる事ではありません。それまでの育ち方や、仲間

や、環境の影響もあるかと思います。みんなさんは一人前の人になったと思います。これから大学に進み、ますます世の中の為に

なるような人に成長していただきたいと思います。 

 本日は、皆さんの人生の 1 つの区切りです。益々立派に成長することを祈って卒業式の式辞と致します。本日のご卒業おめ

でとうございます。 

 

 

●来賓の宇山秀樹様（在英国日本国大使館 総括公使兼総領事）より、ご祝辞を頂戴しました。 

●第１回卒業生 山本友樹様より、ご祝辞を頂戴しました。 

●保護者会会長より、ご祝辞を頂戴しました。                    

●ピアニスト 青木紀久子様からシューマン：子供の情景 第７曲「トロイメライ（夢）」Op.15、 

ドビュッシー：アラベスク第１番 ホ長調 アンダンティーノ・コン・モト、２つのアラベスクより 

演奏をしていただきました。 
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送辞 

 英国の長い冬を抜け、吹く風にも時おり春が感じられるようになりました。 

三年生の皆様、ご卒業おめでとうございます。ついにお別れに日がきてしまったのかと、私たち在校生一同、複雑な気持ちでいっ

ぱいです。 

 思えば 2年前、私が親元を離れ入寮した時、最初に優しく話しかけてくれたのが先輩方でした。お陰で不安や、緊張がずい

ぶんと軽くなったのを今でもはっきりと覚えています。先輩方は、クラブ活動でのリーダーシップ、委員会活動での素晴らしいアイデ

ィアなど、いつでも私たちにお手本を示してくれました。特に、体育祭での、一生懸命な姿には一気に引き込まれました。私たち

の先頭に立ち勝つために一緒に作戦を練った、あの熱い一体感は忘れられません。そうして心を一つにする大切さを知りました。

そこから生まれる喜びを学びました。今こうして思うと先輩方がいかに大きな存在だったか気付かされます。不安ではありますが、

これからはわたしたちが先輩方の代わりとなり、務めていきたいと思います。 

 先輩方は今、新しい扉の前に立ち、新たな目標に向かって歩き出そうとしています。その先には、経験した事もないような困難

に出会うこともあるでしょう。しかし、その時は、学園での仲間との切磋琢磨した 3年間がきっと背中を押してくれるはずです。そ

して、先輩方の後ろには私たち最強の応援団がいることを忘れないで下さい。 

先輩方がそれぞれの場所で輝きを放ち、その光を私たちの所へ届けてくれる事を楽しみにしています。 

 最後になりましたが、卒業生のご活躍とご健康をお祈りし、送辞といたします。 

在校生代表  

 

答辞 

 本日は、私たち卒業生のためにこのような式典を挙行していただけることを、心より感謝いたします。先ほどは、校長先生、来賓の

方々、在校生から強い励ましのお言葉をいただき、感謝と共に身が引き締まる思いがいたしました。 

 帝京ロンドン学園で過ごした３年間を振り返ると、本当にいろいろな事が思い出されます。その中で多くのことを経験し、成長できた

反面、多くの苦労もありました。 

 私は、英語力を伸ばすためにこの学校に入学しました。ホームステイに出たり、IELTS の授業を受けたりなど、積極的に英語に触れ

る努力をしてきましたが、何度も壁にぶつかり、苦労もしました。しかし、少しずつ壁を乗り越え、英語力が身についてきた時の達成感

は、大きな自信へとつながりました。 

 英語以外にもそれまで未経験だったサッカー部への入部、生徒会での活動は、高校生活の中で大きな挑戦でした。どちらも初めから

うまくいったわけではありませんが、サッカーでは自分が出来ることは何かを考え、誰よりも声を出し、ガムシャラに頑張ること、生徒会で

は、生徒のことを第一に思い、話し合いを続け、最後までやり遂げることが出来ました。努力して損することはありませんが、努力しない

で損することはたくさんあることを学びました。 

 私たちのクラスは、友達にちょっかいをかけたり、すぐ揉めたり、そんなことが日々繰り返される元気の良さで、先生方にはたくさんの迷

惑をかけたと思います。このクラスの良さとして、私が胸を張って言えることがあります。それは「団結力」です。毎年、体育祭のダンスを

決める時は意見が分かれ、最初はバラバラなのですが、次第に団結しだし、２年生と３年生では、最優秀賞を勝ち取ることが出来ま

した。２年生の緑舎祭で作ったマリオのモザイクアートや、３年生で作った虹のアーチは、みんなで団結したからこそ完成できたのだと思

います。そんなクラスを私は誇りに思います。在校生の皆さんも何かクラスで自慢できるものを築き上げていってください。 

 後輩の皆さんとも、たくさんの思い出を作ることが出来ました。全校生徒で行ったベルリン旅行、休日に出かけたロンドンやウィンザーな

ど、皆さんと一緒に過ごした時間は、私たちにとってかけがえのないひと時でした。これは私たちの宝物です。本当にありがとう。 

 先生方は、いつも私たちのことを第一に考えてくれ、優しく、そして時には厳しく叱ってくれました。明日から注意されることもなくなると

思うと、寂しい気持ちになります。一番感謝したいのは、両親です。恥ずかしくて言ったことはないのですが、この学園に通わせてくれて、

いつも支えてくれたお父さん、お母さん。本当にありがとうございました。 

 私は、この学園に来て、先生方、同級生、在校生の皆さんにめぐり合えて本当に良かったと、心の底から思います。私は帝京ロンドン

学園が大好きです。３年間で出会ったすべての人にありがとうと言いたいです。 

 最後になりましたが、私たちをここまで成長させてくださった皆様への感謝と、帝京ロンドン学園の更なる発展を願い、卒業生の答辞

とさせていただきます。 

卒業生代表 

 



 

[3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Speech of Thanks 
 Good morning ladies and gentlemen. I am a representative of the graduating students.  
 First of all, I would like to say thank you for holding such a magnificent graduation ceremony for us today. Thank you 
for the heartwarming words from the headmaster, the guests, the parents and the younger students.  
 Thinking back over our life at Teikyo, we remember lots of things. We could learn and experience various things. We 
could grow up through hardships as well as happy times.  
 I entered this school because I wanted to improve my English skills. I did lots of things, for example homestay, IELTs 
lesson and so on. I encountered many difficulties but by overcoming these difficulties I felt I gained confidence.  
 When I was in the second term of the first year, I joined the football club. I had never played this sport. I practiced 
very hard but when I made a big mistake in the match, I hated playing football. However, I always wanted to 
continue playing. I joined the student union in the second year. As we wanted to make our school better, we 
cooperated with each other. I learned that perseverance is important. 
 Our grade was very lively and often played round, so we got scolded by the teachers. One thing we are proud of is 
how we united as a team. When we decided about the dance for sports day, we all had different opinions. Just two 
weeks before the sports day we came up with one great idea and we won the first prize. 
 For the school fete in the second year we made a Mario mosaic art and for the third year we made a rainbow arch. 
Both of them were hard work for us but we cooperated with each other. I am very proud of my class.  
 To the junior students I’d like your class to achieve something you can be proud of. We also have lots of memories 
with you, such as the trip to Berlin, or weekend outings to London and Windsor. Thank you for the time we spent 
together. It is very precious and we will treasure it forever. 
 I’d like to say thank you to the various people I met in Teikyo School. Our teachers always thought of us first. They 
were kind at times but they were strict when they had to be. We feel sad to think that they are not with us from 
tomorrow. 
 Finally I’d like to express my gratitude toward my parents. I have never said this before but I am grateful that you 
sent me here and supported me for three years. Thank you for everything.  
 I am very happy to be able to come to Teikyo School and meet everyone here. I love Teikyo School. 

Farewell Speech 
 The days are getting longer and longer and we can feel mellow lights of spring. In this pretty season, 12 senior 
students are graduating from Teikyo school.  
 When we came to Teikyo school, we were filled with anxiety. However, soon we were able to have expectations 
for our coming school life, because you warmly welcomed us. Whenever we were feeling down, you always 
encouraged us and made us laugh. We still remember the advice you gave us when we had difficulties.  
 During the time we spent with you, you have always been our great leaders. One of the best memories was the 
sports day. You brightened the day with your energy. We really admire your effort when we practiced and the way 
you lead us as seniors. Even when you leave this school, you will still be a great model for us.  
 We had always followed you. However, these days, we have taken over your job and take the responsibilities as 
new leaders. We promise you we will carry on the tradition and make an effort to help the school thrive like you 
have done.   
 Today, you are taking off from the school life and going to the college for your bright future. There is no doubt in 
your success, I wish you good luck on your new journey.  
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     2017年度の活動が終わりました。Buckinghamshire の大会ではベスト 8 まで進

むことができましたが、チームの実力を考えるともう少し先まで勝ち進めたのではないかと思います。キャプテンが大きな怪我を負い 1

年間ほとんど試合に出れない中、残りの 3年生でよくチームを引っ張りました。昨年同様、今年は活動の質が非常に高く、毎回の

練習、試合に選手全員が 100％で挑んでくれました。気分が乗らないこと 

やモチベーションが下がる時期は誰にでもあるかと思います。しかし、サッカー部の活動 

のときは、気持ちを切り替えて素晴らしい活動をしてくれました。3 年生はこれで卒部 

となります。この学年はとても元気がよく、私としても一緒にサッカーできることが喜びで 

した。今後もどんな形でもいいので、サッカーに関わっていってもらえれば嬉しいです。 

最後に、今年度もサッカー部・サッカーコースを支えてくださった保護者の皆様のご理 

解ご協力に心より感謝申し上げます。（末弘） 

生徒総会   2月 19日（月） 

 今年度 2回目の生徒総会が行われました。今回の総会では、各クラス、各委員会からの状

況・活動報告、事前に生徒会が行った学園生活に関するアンケートの集計結果報告などを中

心に進められました。生徒から寄せられた意見をもとに、学園生活をより良くしようと会長を中心

に生徒会は頑張っています。（山田） 

 

学園の日々より 

サッカーコース・部 

１年生クラス会   3月 2日（金） 

 インフルエンザが流行していたため、延期となっていた１年生の

クラス会をついにテスト最終日に行いました。キムチ鍋と豆乳鍋

を作り、おいしくいただきました。（清木） 

 

３年生クラス会   3月 2日（金）4日（日） 

3年生が卒業式を前に、3年間で最後となるクラス会を行

いました。3年間の思い出や、大学へ行ってからやりたいこと

などを語り合い、楽しいひと時を過ごしました。（山田） 

 


