ニューヨーク補習授業校
平成二十（二〇〇八）年度

答辞・送辞

送辞

の「 誇り」と 言えるようなも のが芽生 えて来ました。 おそらく 、皆さ
んも 僕と似た ような体験をし た事があ るのではないか と思いま す。そ
うい う意味で 、僕達は、日米 と言う二 つの違った文化 を肩に背 負って
歩く、運命共同体と言えるかもしれませんね。
数年 前に、僕 は一人で 香港に 行ったこ とがあり ます。 引越して 行っ
た補 習校の友 達のところに遊 びに行っ たのです。その 時が、僕 にとっ
て人 生で初め ての海外一人旅 でしたが 、友達に会える のが嬉し くて、
不安 なんかそ っちのけでした 。二人で 香港の町の中を 遊び回っ たひと
時は 最高に楽 しかったです。 皆さんも 補習校で何人も 友達を作 り、数
えき れないほ どの思い出があ ることで しょう。これは 、Ａ校だ けでは
なく て、ＬＩ 校でも同じだと 思います 。僕は、ＬＩ校 の友達を 何人か
知っ ています が、この人達は １００歳 になっても、ず っと一緒 にいそ

竹山 佳輝

本 日卒業さ れるＡ校、ＷＴ 校、そし てＬＩ校の皆様 、ご卒業 おめで
とう ございま す。最後まで諦 めずに「 卒業」という目 標を成し 遂げら
れた事を心から尊敬します。
卒業 生の皆さ んが、補 習校に 通って来 た理由は 一人一 人違うと 思い
ます 。日本語 や日本文化の習 得、中に は、親に無理や り行かさ れ、毎
週ぶ すっとし て、面倒くさそ うにして 通って来た人も いますよ ね。何
度か もう辞め てしまおうかと 悩んで、 立ち止まって、 それでも また歩
き始めて、ようやくゴールまでたどりついた人もいるかもしれません。
ここ に通って きた理由はそれ ぞれ違っ たとしても、ひ とつだけ 僕達に

うな ほどお互 いのことを愛し 合ってい ます。このよう に、補習 校での
仲間達は、とても大事な「人生の宝物」になると僕は信じています。
Ａ校では、高一と高二がひとつのクラスとして授業を受けています。
入学 当初は、 みんながお互い にうまく 交わることがで きるか不 安でし
た。 しかし、 球技大会、のみ の市、ク リスマスパーテ ィーなど Ａ校の
様々 な行事を 先輩達と協力し 合って計 画しているうち に、次第 に良い
関係 になって 行きました。先 輩達は、 いつも僕達が困 っていた ら助け
てく れ、Ａ校 みんなが尊敬す る、とて も大きな存在で した。サ イクロ
ンの 被害にあっ たミャンマー の人達を助 ける募金を呼 びかけてい た時 、
大声で叫んでいた先輩達は、ちょっと大人っぽくかっこよかったです。
卒 業して、 皆さんはバラバ ラになり 、それぞれの道 を歩むこ とでし
ょう 。しかし 、補習校で共に 人生の一 時期を頑張って 来たので 、皆さ

Ａ校高等部一年

共通 する理由 があります。そ れは、補 習校でしか会え ない、と ても大
切な仲間に会う事です。
僕は、長い間、自分自身の事を「アメリカン」だと思っていました。
と言 うのは、 ニューヨークの ウェスト チェスターで生 まれて、 周りが
皆、 アメリカ 人と言う環境の 中でずっ と育って来たの です。当 然、英
語の 方が日本 語よりはるかに 得意です 。そのため、小 学一年生 から補
習校 に通って いますが、補習 校のこと を真剣に考えず 、どうで もいい
やと 思ってい たのです。とこ ろが、中 学になって、宿 題は増え 、勉強
の内 容もだん だん難しくなっ て来まし た。現地校と補 習校の他 に、野
球、 剣道、ピ アノにジャズバ ンドと死 にそうなくらい 忙しいス ケジュ
ール に追われ るようになりま した。そ こで、僕は初め て、補習 校につ
いて自分自身に疑問を投げかけたのです。
「なぜ、みんなが遊んでいる

んは強い絆で結ばれたことと思います。『 Youll never walk alone!
』
『君は一人じゃない。』これは、イギリスのサッカーチームのホームゲ
ート に刻まれ た言葉です。こ れから、 皆さんは未知の 世界へ旅 立って
行か れますが 、決して一人で はないと 言うことを心の どこかに 覚えて
おい て下さい 。以前、僕はＷ Ｔ校を卒 業する時、寄せ 書きにこ んなこ
とを書きました。
「クラスメートよ、大志を抱け！
あれっ、僕の大
志っ て何だっ たっけ？」皆さ んは、こ んな風になるこ となく、 自分の
夢を しっかり 持って、それぞ れのゴー ルに向かって前 進されま すよう

在校生代表

土曜日に、わざわざ補習校に来ているのだろう。
」と。
そし て、よう やく気づ いたの です。僕 はアメリ カの文 化という 服を
まと っている けれど、中身は 正真正銘 の「日本人」だ 。日本人 であり
なが ら、日本 の事はよく知ら ないし、 日本語もうまく 書けない 。僕の
よう にいい加 減な人間が、日 本人とし て恥ずかしくな いように 訓練さ
れる 場所、そ れが補習校だと 。こうし て、自分の中で 意識が変 わった
時、 難しい漢 字も少しは頑張 ってみよ うかなと思える ようにな りまし
た。 そして、 仲間達と共に補 習校で学 ぶうちに、次第 に日本人 として

に心から願っています。
最後 になりま すが、感 謝と応 援の気持 ちを思い っきり こめて、 卒業
生の皆さんへこの言葉を贈ります。
『 Youll never walk alone!
』

答辞（Ⅰ）
ＬＩ校初等部卒業生代表

石川 力

ぼく がＬＩ校 幼児部年 中組に 入ってか ら、丸八 年がた ちました 。で
も実際は補習校とぼくのつき合いは十年にさかのぼります。なぜなら、
ぼくは、二才の時から、三才年上の兄の送りむかえで母につれられて、
毎週 のように 補習校に来てい たからで す。そう考える と、僕の 人生に
とって補習校は、とても大きな意味があるように思います。
今 日まで、 毎週あたりまえ のように 通い続けて来た 補習校で すが、
ここ まで来る には、つらいこ ともたく さんありました 。たとえ ば、毎
週出 される宿 題は、学年が上 がるにつ れ、量が増え、 その分、 遊ぶ時
間が減りました。また、内容も難しくなってくるため、いらいらして、
いそ がしい中 、宿題を手伝っ てくれる 母と大げんかを したこと もあり
ます。
実 は、六年 生になってまも ないころ 、今までになく 、どうし ても補
習校 にたえら れなくなった時 がありま した。宿題もぜ んぜんや る気が
おき ず、算数 のプリントをグ シャグシ ャに丸めたこと も、宿題 を減ら
すた めに、母 に気づかれない ように、 こっそりと本だ なのすき まにか
くしたこともありました。
ある日、まったく宿題を終わらせようとしないぼくに対して母は、
「あ なただけ が大変じゃない 。ほかの 友達もみんな大 変な思い をしな
がら がんばっ ている。誰のた めでもな く、全部自分の ための勉 強なの
に。あなたにやる気ないなら、これ以上サポートできないよ。」
と言って、宿題をしていた部屋から出て行ってしまいました。
そ の晩、ベ ッドの中で初め てしんけ んに補習校をや めるかど うか考
えま した。ぼ くの心の中は、 全部投げ 出して、楽にな りたいと いう気
持ち と、今ま での努力をむだ にしたく ないという気持 ちがまざ りあっ
て、 すごくな やみました。で も、負け ずぎらいのぼく は、物事 を中途
半ぱ に投げ出 すのがいやだっ たし、な によりも自分の 中に日本 人とし
ての自覚があることにその時、初めて気づいたのです。
補 習校生活 で、ぼくが得た 物は、た くさんあります 。漢字の 読み書
きを はじめ、 日本語で考える 力、日本 の文化、そして 、何より も友達

のき ずな。苦 しい中、がんば り続けて 来た自分を今、 心からほ こりに
思います。
今 まであき らめることなく ぼくを支 え続けてくれた お父さん 、お母
さん 、そして 、やさしくしど うをして くださった先生 方、本当 にあり
がとうございました。クラスのみんな、楽しい思い出をありがとう。
ぼくは、四月から中等部に進学します。

答辞（Ⅱ）
ＷＴ校初等部卒業生代表 長田 将
僕 が補習校 に入学してあっ という間 に六年が経ちま した。補 習校で
は国 語や算数 を勉強するだけ でなく、 節分や七夕など の日本の 季節の
行事 をしたり 、上級生と下級 生が触れ 合うお楽しみ会 や、毎年 全学年
で力 を合わせ る運動会の応援 合戦など では、まるで日 本の学校 にいる
よう な経験が できました。ま たＷＴ校 図書は、蔵書が 本当に沢 山あっ
て、 小さな図 書館みたいでし た。おか げで僕たちはふ んだんに 日本の
本に触れることができました。
宿 題が多い 時や土曜日の行 事に参加 できなかった時 、現地校 との両
立が 少し大変 と思う事があり ましたが 、僕はこのよう に日本を 満喫で
きる補習校に毎週通うのがとても楽しみでした。
し かし、こ の六年間補習校 は僕にと ってずっと楽し い場所で あった
わけではありません。
三 、四年生 の頃、僕は何事 にも自信 がありませんで した。日 本語も
英語 も中途半 端になって、何 を遣るの も難しく感じら れました 。友達
に「 ばか」と か「さる」とか 言われた り、テストの点 を自慢さ れたり
する と、暗く て辛い気持ちに なるので した。ぼくが一 番怖かっ たのは
仲間 はずれに なることでした 。独りぼ っちになるのは いやで、 わざと
おかしなことをやって見せたり、濡れ衣を着せられてもがまんしたり、
とに かく必死 で友達を作ろう としてい たのです。母は このよう な状況
を知 り、心配 したり、いろい ろな話し 合いしたりして 支えてく れまし
た。
転 機が訪れ たのは五年生の 時です。 高学年になった ことで僕 は頑張
ろう と思いま した。前向きな 気持ちに なると、不思議 といろい ろなこ
とが よい方向 に動き始めるよ うでした 。積極的に物事 に取り組 み、だ
んだ ん自分に 自信がもてるよ うになっ てきたら、友達 が自然に 沢山で
きて、何でも分かり合える仲間になっていきました。
辛 かった時 の自分を少し距 離を置い てみてみると、 落ち込ん でいた
自分 と、その 時の友達と今の 仲間たち が実は同じ思い 悩みを抱 えてい
たの ではない かということに 気づいた のです。僕質は 日本とア メリカ

両方 の言葉や 文化を同時に学 んでいま す。それは素晴 らしい体 験です
が、 大変なこ とでもあり、時 に大きな 重圧にもなりま す。同じ 思いを
持っ た者同士 だからこそ、そ の重圧か ら生じるストレ スを相手 にぶつ
けて しまうこ とがあったりも しますが 、逆に又、互い の思いを 心から
分かり合える友達にもなり得ると思うのです。
僕 はこれか らＡ校に進みま す。ＷＴ 校で学んだこと を忘れず に、い
ろん な物事に 挑戦していきた いと思い ます。こういう 僕達をご 指導く
ださった先生方、様々なイベントを支えてくださった父母会のお父様、
お母様方、本当にどうも有り難うございました。

答辞（Ⅲ）
Ａ校中等部卒業生代表 木原

萌

とう とうＡ校 中等部三 年一組 にお別れ の日が来 てしま いました 。私
は三 年間毎週 楽しく通学しま した。補 習校が現地校よ り好きで す。ア
メリ カで生ま れ育った私です が、日本 が大好きです。 オリンピ ックで
も、 もちろん 日本をまず応援 します。 もしかしたら、 日本にい る日本
人よ り、日本 人であることを 誇りに思 っているかもし れません 。そん
な私 にとって 補習校は週１回 、まるで 日本にいるかの ような楽 しい一
日を過ごさせてくれる学校です。
Ａ 校にはた くさんの楽しい 行事があ りますが、その 中でなん と言っ
ても 学校中の 生徒たちががん ばるのが 蚤の市です。私 は三年間 蚤の市
のク ラス委員 をして、たくさ んのこと を学びました。 蚤の市は 日本と
アメリカの良いところを合わせた行事です。家にある不要品を寄付し、
生徒 たちやお 母さんたちの手 作りの食 べ物を売ります 。そして 幼児部
の小 さな子供 達にゲームやお 買い物を させてあげます 。また、 六年生
も招 待して先 輩として楽しく 買い物で きるように気を 配ります 。なん
とな く年下の 子供達を大切に してあげ る優しい気持ち になりま す。そ
して みんなで 一生懸命、品物 や食べ物 をお客さんたち に売りま す。そ
の売り上げは全額ボランティア団体へ寄付します。
こ の蚤の市 を通して私は本 当にいろ いろなことを考 えさせら れまし
た。 一年生の ときはあまりよ くわから なくて、先生に 教えられ るまま
に、 お祭り気 分で過ごしまし た。終わ ってから、蚤の 市の本当 の大き
な目 的は世界 の恵まれない子 供達のた めに寄付金集め だったと いうこ
とに 気がつき ました。そして アメリカ と日本という先 進国に生 まれ育
った私達がどんなに恵まれているかと言うことを初めて考えました。
人 は自分で 、どこの国のど の家庭に 生まれたい、な どとは選 べませ
ん。 日本やア メリカの子供思 いの家庭 に生まれてこれ た私達は 本当に
幸福 なのです 。そう思う私は 、心を込 めて蚤の市で売 るミサン ガやビ
ーズ の指輪を 夜遅くまで作り ました。 クラスのみんな も同じ思 いでが
んば りました 。いつも真剣に なって協 力してくださる 先生とお 母さん
達の おかげで 、私達のクラス は毎年約 六百ドルの寄付 ができま した。

六百 ドルとい うと、私達にと っては、 当たり前のよう にさせて もらっ
てい るピアノ のお稽古の一， 二ヶ月分 、あるいは家族 で行くブ ロード
ウェ イのショ ー一回分のお金 です。ク ラス全家庭と先 生で、一 ヶ月も
かけ て、それ だけと思うと少 ないよう な気もします。 だけれど 、十ド
ルの寄付で何ができるか調べてみると驚いてしまいます。
バ ングラデ ィシュでは百人 の子供に １回の食事を食 べさせて あげら
れま す。ネパ ールでは一人の 子供に読 み書きと簡単な 計算がで きるよ
うに 教育して あげられます。 アフリカ では百五十人の 子供たち に予防
注射 をしてあ げられます。こ ういうこ とを知ると、み んなが力 を合わ
せて 協力して 、ちょっと大き なことが できたとうれし くなりま した。
そし て私達が 幸福に生まれて 来れたの だから、その幸 福を精一 杯生か
して 世界中が 少しでも幸福に なれるよ うに努力してい かなけれ ばなら

ないと思います。
それぞれの新しい人生へ向かって別れて行く私達は今、十五歳です。
これ からの十 五年で私達はど ういう大 人へと成長し、 人生を過 ごして
いく のでしょ うか。補習校で がんばっ た力を使って、 日米で活 躍して
いた いと思い ます。ぜひ十五 年後、三 十歳のクラス会 を開きた いもの
です。
い つも私達 を励まし、何で も応援し て協力してくだ さった先 生方、
父母 会の方々 、クラスの父母 の方々、 そして私の両親 、本当に ありが
とうございました。
ク ラスの皆 、楽しい思い出 をいっぱ いありがとう。 十五年後 には三
年一組全員集合と行きましょう。

こ の答えが 出てからは、私 の心の中 で、色々なこと が、変わ り始め
まし た。補習 校へ通う意味も 。それま では、強制的に 行かされ ていま
した。けれど、いつの間にか、毎週、補習校に行くのが楽しみになり、
自分の意志で行くようになりました。中学にあがってからの、３年間、
沢山 の思い出 を作ることも出 来ました 。その中でも、 思い出に 残って
いる のは、運 動会です。幼児 部年中生 から、高校２年 生までが 、全員
で行 い、全員 がいるから、成 り立って いる行事です。 特に、全 学年の
代表 が走る、 リレーが大好き です。一 学年じゃなくて 、学校全 体が、
ゴー ルに向か って、走り、応 援をする と言うことが、 本当にす ばらし
いこ とだと思 います。そして 、勝った 時の感動は、い つまで経 っても
忘れ ません。 運動会は、補習 校の魅力 のひとつと言っ てもいい でしょ
う。

答辞（Ⅳ）

小学校を卒業したあの日から、あっという間に三年という時が経ち、
大人 への第一 歩を踏み出すこ とが出来 ました。私達十 三人は、 今日、
ＬＩ 補習授業 校中等部を卒業 します。 中学を卒業する という言 葉は、
単純 に聞こえ て、ものすごく 複雑な言 葉だと私は思い ます。義 務教育
を卒 業し、自 分自身の意志で 、自分の 進みたい道を決 める時が 来たと
いう 合図、つ まり、中学卒業 とは、人 生でも、もっと も大事な 瞬間だ
と思います。
私にとっての補習校とは、無いと生きていけない場所。私達人間は、
学校 へ行き、 数学、国語、理 科、そし て、社会科を学 びます。 ところ

今 の私には 、現地校でも、 心から友 達と呼べる人た ちがいま す。補
習校にもかけがえのない友達もいます。そんな私は、本当に幸せです。
でも もしも、 補習校と言う場 所が存在 しなかったら、 友達の大 切さに
気付 くことは 無かったと思い ます。だ から、補習校は 、私の人 生を変
えた と言って もいいほどの大 きな存在 です。だから、 補習校と 言う存
在に、本当に感謝をしています。
最 後になり ましたが、今ま でお世話 になった先生方 、本当に ありが
とう ございま した。私を補習 校に通わ せてくれている 両親にも 、本当
に感 謝してい ます。そして、 クラスの 皆さん。中学に あがって から、
急激 に仲良く なったクラスで すけど、 毎週が本当に楽 しかった です。
中学 でやめて しまう人も何人 かいるけ ど、中学で出会 った友達 は一生
モノ だから。 また皆で遊びに 行きまし ょう。そして、 いつまで 経って

江川 碧

が、 それ以外 の事は、どこで 学ぶので しょう。例えば 、友達っ て何？
この 答えは、 一人一人違うと 思います 。私は、少し前 まで、こ の質問
に、 ちゃんと した答えを出す ことが出 来ませんでした 。けれど 、今な
ら言 えます。 友達とは、心か ら信頼し 、一緒にいて楽 しい人た ちであ
ると 。これを 教えてくれたの が、補習 校でした。私は 日本人で あるに
も関 わらず、 アメリカという 国に住み 、沢山の人種の 人々と出 会って
きました。そんな中、私は、とにかく友達を作ろうと思っていました。
けれ ど、その 子達は、本当に 友達なの か。そんなこと を考え始 め、私
が出した結論が、
「違う」でした。どうしても、どこかで心を閉ざして
いる 自分がい る。それなのに 、友達友 達と言うのが嫌 でした。 そんな
私に とって、 唯一本当の自分 でいられ る場所が補習校 でした。 普通に
日本 語で授業 を受け、皆と休 み時間を 過ごす。こんな 当たり前 な出来

も、 仲良しク ラスでいましょ う。今ま で、本当にあり がとうご ざいま
した。

ＬＩ校中等部卒業生代表

事が 、私にと っては大切な時 間へと変 わって行きまし た。それ まで現
地校 で、沢山 の人種の中に放 り込まれ ていた私でした が、補習 校で、
一週 間に一度 だけ、皆で集ま ることが できるというこ とは、私 に居場
所を 与えてく れている様な気 がしまし た。そして、中 ２の二学 期ぐら
いか ら、私の クラスは、補習 校の外で も、よく遊ぶよ うになっ ていま
した 。そして 、私自身も少し ずつ分か り始めました。 この人た ちが、
私に とっての 、本当の友達だ 。気を遣 わずに、笑顔で いられる 友達だ
と。

答辞

（Ⅴ）
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林田 類

今、この段上に立つと、僕には一つ、思い出すことがあります。
それは僕がＷＴ校六年生の時、入学式で新入生への歓迎の言葉の挨拶
をした時の事です。あの時も僕はこのような台の所に立ったのですが、
背が足りなくて、台の上からはかろうじて目と頭が出ただけという、
恥ずかしい思い出です。おまけに、今回の卒業式でも台の上から頭が
出ないという夢まで見てしまい、それが本当だったらどうしようと、
かなりあせりましたが、今それは悪い夢だったということで、ほっと
しています。
さて、こうして体の方は自然に大きくはなりましたが、心の中はど
うだったかというと、小学３年生でこちらに来て以来、現地校と補習
校の両立の苦しさをたっぷり経験しながら少しずつ成長してきたのか
なと思っています。
しかし、僕もつい最近までは本当に子供で、特にアメリカに来た当
時は不満なことばかりでした。
僕にとって何よりの不満は日本人日本人と言われるプレッシャーで
した。「日本人だから数学が出来る。日本人は器用だから楽器やスポ
ーツもできてあたりまえ」という、空気に僕はいつもプレッシャーを
感じ、不快な気持ちにさせられていました。数学でいい点を取っても
親には「日本人なんだからあたりまえ」などと言われます。 周りにい
るアメリカ人の中には、僕の英語を聞くと笑ったりしてバカにする人
達もいました。たまに僕が何か上手く出来ると、その時彼らは都合よ
く「まあ、日本人だからな」などと言って、全てをそれでまとめてし
まいました。一方そんな彼らは英語で悩むことはないのでテストなど
の為に僕達ほど勉強する必要はありません。宿題は疲れていればやら
ずに寝てしまってもＯＫ。テストで悪い点数を取ってしまえば次の日
には上手に忘れてしまい、 百点を取れば親とパーティーなんていう人
達もいます。彼らはまさに僕達日本人とは正反対のアメリカンライフ
を送っていました。この様な人達と毎日を過ごしていると、僕は自分

が日 本人でいる こと自体がと ても不幸で 損なことばか りだと思い 始め 、
時にはいっそ自分もアメリカ人になってしまいたいと思ったこともあ
りました。学校ではいつも笑って楽しく振舞ってはいましたが、実は
心の奥では日本に帰りたくてしようがなかったのでした。そしてこう
した僕の考えは中学卒業 間際になってもほとんど変わることはなか
ったのです。
ところが、高校に入ると僕の世界はガラリと変わりました。日本人
の友達が一挙に日本へ高校受験の為帰ってしまったので、僕は強制的
にアメリカ人のコミュニティーに放り込まれました。僕の学校には三
千人という驚異的な人数の生徒がいるせいか、それまでよそ者扱いだ
った外国人の僕は、逆にうじゃうじゃいるともいえる「普通」のアメ
リカ人から見て、かえってとてもユニークな存在になっていったので

す。友達も増え、周りも僕を「日本人の一人」ではなく 「林田類」個
人として見てくれるようになりました。

そして、それまでまったく気にも留めなかった、気付こうともしな

かったアメリカの文化を少しずつ理解し、自分の「世界」が広がるこ
とも実感し始めました。それまでは自分の狭い、ただ一つの観点から
しか物をとらえられなかったのが、段々とアメリカ人からの観点から
も見ることが出来るようになり、今では授業で習うことや、友達と話
しているようなことも、自然に「日本人的な見方」と「アメリカ人的

な見方」の両方で捉えられるようになりました。そしてその２つの 考
え方の共通点や違いを見つけるのが楽しくてしようがなくなってきた
のです。「なるべく皆と同じになる」ということを目指し、周りとの
「違い」を否定していた以前の僕は、今では逆になるべく他の人達と
は違い、目立てる存在になりたいと思っている程です。

そうして僕は、初めて補習校に通っていたことのありがたみを知
ることになったのです。僕が他の人達とは違い、ユニークな存在でい
られるのは、 僕がアメリカの学校に通いながらも、同時に日本語の世

界を持つ外国人であるからです。そしてこうした僕でいられるのは、
補習校が僕に日本語を読み、書く事だけではなく、日本の文化、考え

方などを身につける環境を与え続けてくれたからです。さらにクラス
メートは皆それぞれ、色々な場所で違う経験をしているので、彼らの
ような人達と授業の中で意見をかわし、ぶつけ合うことで、僕の世界
はますます広くなり、色々な考え方を理解できるようになりました。
そんな中、僕は今まで“日本人日本人”と 周りから言われ続けられ
ていたわけも分かってきました。それは、日本が小さい島国でありな
がら科学者、スポーツ選手、芸術家など、世界中でたくさんの日本人
が活躍し、誰もが認める実績を彼らがつくり、日本人には力があると
いうことが証明されているからです。そしてアメリカ人もそれを認め
ているのだということです。だとすれば海外にいる僕達は、プレッシ
ャーに負けず、日本を代表する一人として恥ずかしくないよう、胸を
張っていかなければいけません。
僕はここに来てようやく、自分の経験が自分の力として備わってき
たことを実感し、今までの苦労こそが僕の将来を切り開くものではな
いかと感じています。今は今日まで補習校をギブアップせずに続けて
きて本当に良かったと思っています。
けれども、ここまで到底ひとりで歩くことはできませんでした。毎
週土曜日、僕達のお弁当を朝早くから作り、送り迎えの為に遠い家か
ら何往復も してくれたお母さんお父さん。僕たちがちゃんとした日本
人でいられる為に指導して下さった先生方、そして父母会の方々にも
心から感謝します。本当にありがとうございました。
そして最後に、カリナ、アカネ、ヨシ、みつみ、みずき、落合、そ
して高良。今日このメンバーで卒業できる事を僕は本当に嬉しく誇り
に思います。皆、今日まで色々ありがとう！

ーや 水泳など スポーツ抜群の 生徒や補 習校のどんなコ ンクール にも必
ず入 選する生 徒もいる。漫画 のお陰で 漢字が読めるよ うになっ た生徒
も、 他人を明 るく支える人も 、まっす ぐ前に歩いてい く人も、 いつも
怒っ ている人 も、本当の自分 を外に引 き出してくれる 人も、真 顔です
ごい ことを言 う人も。そして そこに、 自分のぺースに 動く僕も いまし
た
みん なの性格 が違うに もかか わらず、 僕達はい つも励 まし合い 、支
え合 い、一人 一人が個性で溢 れていて 、僕は心強く感 じていま した。
違っ た性格を 持つぼくらが、 ひとつの 教室に集まり、 楽しく勉 強し、
「ま た来週」 と学校が終わっ て声を掛 け合えるなんて 、偶然の 上にま
た重 なった偶 然だと思ってい ました。 こんなにも気が 合う十六 人が同
じクラスに集まるのは、奇跡的なことだと思っていました。

答辞（Ⅵ）

笑っ たり泣い たり、色 々な思 いを託し ながら通 ってき た十一年 間の
補習 校生活が 今日、此処で終 わります 。十一年間とい っても、 ＬＩ校
の一 年は四十 三回しか授業日 がありま せんので、合計 ４７３回 通った
こと になりま す。現地校や他 の活動と 比べても、ここ で過ごし た時間
はあまりにも短いです。
この短い時間の中で、僕が得たものは一体何だったのだろう。
高等 部に入っ てすぐの ころ手 にした一 冊の本に 、こう 書いてあ りま
した。「偶然なんてない。すべては必然だ」と。この必然とは、次々と
起こ る出来事 には、かならず 目的や理 由があるという ことを表 わして

中等 部が始ま る前、気 が合う クラスメ ートがい ること を偶然だ と思
って いたころ の僕は、口数が 少なくて 、あまり人と話 そうとは しませ
んで した。ク ラスメート一人 一人の個 性にさえも気づ こうとし ません
でした。でも「偶然なんてない。すべては必然」なのです。
「友情」と
いう 繋がりを 感じ始め、その 「友情」 からこのクラス は、顔見 知りで
“お はよう” としか言わない 「知り合 い」の集まりで はなく、 頭を抱
える ほどの問 題を一緒に話し 合える「 仲間」へと変わ っていく とこ
ろを見てきました。そして僕にとって、「仲間」はこの様なものであっ
て、すごく大切なものであることに気づかされました。
これ まで仲間 意識をす る僕達 はこれま で十一年 間、何 を話して 、何
を見 てきたの でしょう。今に なっては 自分の胸が苦し くなって 、体の
震え が止まら なく、大声で叫 びたくな ります。それは 、今まで 一緒に

岡本 大芽

いま した。こ れを読み返して 僕は、偶 然だと思ってい た補習校 生活や
出会い一つ一つに理由と目標があることに気付きました。
補習 校とは日 本語の読 み書き はもちろ ん、僕た ちにと っては小 さい
島国である日本の歴史や現在の政府の活動など、深く学ぶところです。
けれ ど、授業 以外の行事のお かげで、 僕は普通の教育 では手に 入れる
事が できない 物を手に入れま した。た とえば運動会。 単に赤白 に別れ
て競 技をする だけではなく、 アメリカ に住んでいる僕 らが日本 の文化
を体 験する場 所を創っていた 。球技大 会も同じく、た だスポー ツをし
て楽 しむだけ でなく、高校生 にリーダ ー シップを発 揮する機 会が与
えら れ、励ま しや応援を通し て中高等 部のチームワー クを高め さして
くれ ます。そ のほか、書初め 大会、ス ピーチ大会、作 文コンク ールな
どの 行事にも 、それぞれ奥深 い理由に よる目標が設定 されてい たこと

過ご してきた このクラスのつ ながりの 深さに気づいた と同時に 、これ
から 一緒に過 ごす時間の短さ にも気づ いたからです。 今僕はき っと、
溢れ る後悔の 中にいます。僕 が、ここ は偶然に満ちた 世界では なく、
必然 からでき た世界だという ことにも っと早く気づい ていたら 、今あ
る掛 け替えの ない「友情」を 、もっと 深く強いものに し、補習 校に通
うまた別の理由にも気づき、理解出来たからです。
だか ら後輩の みなさん には、 周りにあ るものを 偶然や 当たり前 とし
て見 過ごすの ではなく、一つ 一つの必 然から理由を編 み出せる 事に、

ＬＩ校高等部卒業生代表

に、 気づいた のです。初等部 のころか らそのことを意 識してい れば、
行事から学べる事は今の数倍多かったでしょう。
だけ ど、こう した補習 校のイ ベントか らだけで はなく 、僕はも う一
つ、 クラスメ ートたちから偶 然ではな い重大な何かを 学びまし た。そ
れは「友情」です。
今年 のＬＩ校 高等部二 年のク ラスは、 小さなこ とです ぐに盛り 上が
り、 他のクラ スに比べて少し 外れてい て、いつも目立 つ行動を 取り、
だら しないと ころも多く、声 も大きい です。このクラ スには、 サッカ

より 早くから 気づき、今の僕 のように 後悔をしなくて 済むよう にして
ほしいのです。
そし て、これ から新し い社会 へ飛び立 っていく 卒業生 の皆さん 、長
年一 緒にいた 仲間たちと別れ て、僕ら はそれぞれの人 生を歩み 始めま
す。 それぞれ お互いから遠く 離れて、 不確かな道を辿 り、思い もしな
い所 にたどり 着く可能性だっ てありま す。ですが、こ れから踏 み出す
一歩 一歩は、 長年過ごした仲 間達と共 に歩んでいる事 を、心の 底にし
まい、強く誇りに思ってください。
今ま で僕たち を支えて くださ った先生 方、父母 会の皆 さん、お 父さ
んや、お母さん、ご来賓の方々、本当にありがとうございました。
最後に、ＬＩ校 高等部から皆さんへ一言いわせてください。
起立！ 回れ右！ 礼！ ありがとうございました！

