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三島スクール

在校生の皆さん、並びに保護者の皆様、現在各ご家庭におかれまして、この前代未聞とも言える苦境を何とか乗り越えようと対処
されていることと存じます。当校におきましても、学校再開へ向けて努めてまいりますます。今後も終息するまでの間、皆様には何
かとご理解、ご協力を賜らなければなりませが、一緒にこの困難を乗り越えていきましょう！

先日、2 年生のある生徒さんから「ここのところ気分が落ち気味だったのですけど、この曲を聴いて元気になりました！」といった

内容のメールを頂戴しました。早速拝聴し、私もとても心に沁みましたので「いい歌ですね。とっても勇気づけられました。皆にも

紹介してもいいかな？」と尋ねたところ、「はい！」と快く了承を得ましたので紹介させていただきます。その曲名とは『Blessings』

（halyosy 氏）という歌です。（興味があれば、ぜひ検索してみてください）

私がとても感銘を受けたことは、自身の克服方法を「もしよければ、同じような境遇になっている

方々にも知ってもらい、少しでもお役に立てれば…」という想いを抱いてくれていたことです。自分だけではなく、
「誰かのために…」
という思いやりの心。博愛に満ち溢れ、とても素敵なことですよね。

（三島スクールへ通っている皆さんは、全員がこの「思いやり」の気持ちがあると思っています）

さて、今回私が皆さんに自信を持ってお伝えしたいことは「どんなに苦しいときでも、必ず一つは良いことがある」ということです。
現在の情勢もそうですが、私たちの日々の生活において、チャンスも訪れれば、意に反してピンチも訪れてしまうことがあります。
中にはどうしようもなく困ってしまう場合もあるでしょう。しかし、そのようなときでも「何か一つだけでも良いことはないか」と

探してみるのです。すると必ずあります。例えば「このピンチのお陰で○○さんと出会えた」「支えとなる素敵な歌や本と出会えた」

「自分の殻を破ることができた」「知らない仕組みを学ぶことができた」など、その状況にあわせて必ず現れてきます。但し、ここで

お願いしたいことは「自分から探す」という気持ちが必要です。そうすれば、必ずチャンスを見つけ、実感できることでしょう。（『急
がない 焦らない でも諦めない』の気持ちです）そして、このピンチのときに出会え、支えてくれたものほど、本当に必要なもの、
生涯に渡って本当に大切なものだと私は思っています…

結びになりますが「令和」に元号が変わってから、ちょうど 1 年が経とうとしています。令和に込められた想いは「人々が美しく心
を寄せ合う中で、文化が生まれ育つ」「一人一人の日本人が明日への希望とともにそれぞれの花を大きく咲かせることができる、そ

うした日本でありたい」という想いでしたね。今まさに、このことを私たち一人一人が胸に刻み直し、皆で未来に向かって歩んで行
きましょう。

スクール長

菅野

昌宏

三島スクールスタッフより応援メッセージ

1 年部

飯田 大祐（110 / 英語）

門澤 理（113 / 情・英）

今が踏ん張りどき！皆の気持ちを一

もぐもぐ。
美味しいものをたべよう。

つにこの苦難を乗り越えましょう！
また学校で会える時を楽しみにして

内沢 正巳（112 / 数学）

久保田 将平（111 / 地・公）

今の我慢がきっと誰かを救
うことになっている。今で
きることを全力で！！

スラムダンクにハマっています。
楽しいです。「仙道は俺が倒す。」

います。

清野 雄一郎（115 / 英語）
多くの皆さんが未曽有の疫病と
闘っています。困難のときを乗り

田村 尚志（114 / 保・公・家）

越えて、早くみんなと会いたいで

ピンチの後に
チャンスあり！！

す。学校再開時、みんなとの再会
を楽しみにしつつ…できることに
コツコツ取り組みましょう！

杉山 かい（110 / 音楽）

林 夏瑚（115 / 保体）

私は中学生の頃、よく布団にく
るまって一人カラオケしてまし
た。今こそ、布団カラオケ！！

＃おうち時間 でもできる
ことは意外とたくさんあり
そうです！気分転換に少し
汗をかいてみては？皆さん
充実した 1 日を！

川瀬 優子（114 / 工芸）
会いたい人ほど、人と会わずに
いれたらと願います。今、皆さ
んの身を案じる人が、周りにた
くさんいますよ！

大沼 千紘（111 / 数学）
近頃は Switch の中の無人島で
スローライフを満喫中です！
おこもりライフを楽しもう♪
鈴木 希（113 / 書・国）
食べたいスイーツは自分で
作る！そんな毎日を過ごし
ています。気分転換には甘
いものを

谷津倉 美保
（副スクール長・1 年チーフ / 英語）

最近、毎日ストレッチをしていま
す。マスクも作りました。家で過
ごす時間の楽しみや目標を持てる
と良いですね。

土原 麻美（112 / 国語）
うらみつる 風をしつめて
露を心の 玉みかくらん

はせを葉の

（織田信長 本能寺宝物館）
強さ、優しさ、心みがきを誇れるように。

2 年部

妹尾 幸俊（212 / 保体）
最近は家でトランポリンエクササ
イズ！ジャンプしたり走ったり…
きついけど終わった後の爽快感が
たまりません！

古郡 大司（213 / 理科）

土屋 孝則（214 / 情・数）

最近は ♯コンパス、第五人
格、Sky をプレイしています。
規則正しく、でも、楽しく
ありましょう。

ガルパのイベントスコラン
TOP100 目指してます。仮
天井は行けました。みんな
も何かをやり込もう！

土屋 主税（215 / 保体）
厳しい戦いが続いていますが、
みんなで負けないように立ち向
かいましょう！今、やれる事を
やろう！

奈良 英侃（216 / 数・情）
コーヒーの摂取による健康効果は、
覚醒作用、集中力向上、自律神経
の働きを高める、老廃物の排出、
運動能力の向上などがあります。

長瀬 正倫（2 年チーフ / 地・公・英）
岩や荒れ地でも育つことのできる松は、生命
力やたくましさの象徴として古来より人々に
称えられてきました。みなさん、若松のごとく、
今こそ強さと思いやりの心を大切に！

大木 暁子（216 / 地・公）
「ヨガ動画」や「歌ってみた動画」
などを楽しんでいます。家でも楽し
めることが多くていいですね♪

石川 瑛美（212 / 美術）
好きなモノにたくさん触れて、暗いもの
は吹き飛ばしましょう！最近はあつもり、
ツイステ、怪物事変で幸せです。

望月 郁美（215 / 地歴）

中野 恵（213 / 国語）

森 陽菜（214 / 国・司）

気が付くと掃除、料理ばかり
やってます。自分の好きなこと
に熱中できる時間を楽しんで。

家にいるからこそできること、家にいな
ければできないこと、いくつ見付けられ
るでしょうか。皆さんの報告が聞ける日
を、楽しみにしております。

マスクやビーズアクセサリーを作ったり
と、手芸をやることに没頭しています。
「時間があるからできること」を沢山み
つけましょう！！

瀬戸 太郎（313 / 数学）

3 年部

人生は壮大なひまつぶし。" 今だからで
きること " にチャレンジして、ひまつぶ
しレパートリーを増やしてみよう！

上野 琴子（3 年部 / 家庭）
動いていないので体重が増えました。
きっと仲間がいるはず（笑）私は、縄跳
び始めました。お仲間の皆さんもぜひ。

日髙 美恵（3 年チーフ / 英語）
今は、我慢ではなく忍耐の時、人として
の真価が問われています。今できること
を実践して、みなさんの「和」で、この
事態を乗り越えていきましょう。

小久保 希（314 / 理科）
変わらない習慣は、ラジオを聞きながら
コーヒー飲むこと。今後は、おうちキャ
ンプを目指して…部屋の片付けを終わら
せます。『工夫しつつ悦び生活する』

勝亦 舞（3 年部 / 書・国）
最近、家のベランダで空を見ながらお弁
当を食べてピクニック気分を味わってみ
ました。＃ベランピング

齋藤 浩（315 / 英・国）
心理学では、断定「やる」より疑問「や
れる？」と自分に問いかけた方が効果が
上がります。
Can we stay home?
(Yes, we can !)

石和 典悦（316 / 保体）
体幹トレーニングで心も体もリフレッ
シュ！筋肉痛を楽しみましょう！

山田 千尋（SC）

4 年部

部屋は心を映します。最近整理したら気
分もスッキリしました。「スペース = 心
の余裕」なのかもしれません。

菅野 昌宏（スクール長 / 国語）
たとえ、距離は遠くても、こころの距離
は皆さんの近くに…と思っています！

堀田 和美（相談役 / 地・公）

「明るく

楽しく

堀田 裕貴（事務）

朗らかに」

毎日サバゲ―ばかりやりすぎてしんどい
です！みんなはゲームばかりやらず課題
やってね！（笑）

三島スクールのモットーですし、私の信条です。
いつでも、どこでも、だれでも、実行可能です。
三島スクールで一緒に遊びませんか？

村本 賢一（事務）
渡邊 真理子（事務）
当たり前だった世の中が当たり前でなく
なった今こそ、新しいこれからを作る
チャンスです。こんな時こそ、急がない、
焦らない、でも、あきらめない、で、頑
張ろう！！

鈴木 紗智（養護）
笑うと脳内に幸せホルモンが出
る！意味もなく、口角あげて、笑っ
てみましょう（＾＾）

ろうそくの火には心を和ませる効果があ
ります。普段より時間が多くあるのなら
自分の心と対峙してみましょう。

〜お礼〜
2 年生の生徒さんのご家庭より、
130 枚もの手作りマスクを頂きました。
今後、学校で大切に使用させて頂きます。

