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徳島県立穴吹高等学校

特集：進路決定への歩み，３年
生の先輩へのインタビュー
冬の到来とともに，穴吹高校にはうれ
しい報告が届いています。それは，就職
や進学先の内定・合格通知。もちろんこ
れから訪れる国公立大学入試に向けて，
さらに自らを高めている先輩もいますが，
一足早い「春」の訪れをみなさんにお伝
えしたいと思います。
穴吹高校で３年間を過ごした先輩たち。
仲間との絆，また周りへの感謝を感じて
ください。

＜

就職

第3版

学校長あいさつ
短かった秋のあとは冬の訪れを感じさせる寒い日々。高
越山山頂の雪景色もまもなくかと思われます。「おはようございます」。穴吹高校
ではこのような寒い朝でも，生徒会役員による挨拶運動，早朝補習・早朝練習な
ど生徒たちの活発な活動が行われています。その熱気で寒さが吹き飛ばされそう
です。全国における高校生の就職内定率が 40 ％という厳しい状況のなか，本校で
は四国電力・日亜化学・トヨタ自動車といった県内外の企業に内定をいただいて
います。進学におきましても，県内の私立大・短期大・看護専門学校へ多数合格
しており，また国公立大学合格に向けて，努力を継続中です。
中学生のみなさん，近づいてくる高校入試を前に緊張感が高まっていることで
しょう。どうか体調管理をし頑張ってください。春には桜満開の本校校門坂で，
みなさんとお会いできますのを教職員一同，お待ちしています。
徳島県立穴吹高等学校長 内藤 哲也

＞

出逢ってくれた，支えてくれた人に感謝
出逢ってくれた，支えてくれた人に感謝

Ｔさん（株）ナプラ(バレーボール部主将 穴吹中出身)
私が穴高を選んだのは，バレーボール部ができたことを
知ったから。毎日の練習は苦しい時もあったけど，成功し
た時の喜びをみんなで思い浮かべながら努力した。最終的
に結果は出せなかったが，チームメイトと協力し，一つの
目標を達成することの大切さがよくわかった。またキャプ
テンとしてチームをまとめていくなかで，人を動かすこと
の難しさ・責任の重さを体験できて本当によかった。困難
な就職状況のなか，多くの先生方のサポートのおかげで県
内で就職できたこと，それに代表される３年間の充実した
高校生活は，穴高で出逢い，支えてくれた方々のおかげ。
感謝の気持ちでいっぱいだ。中学生のみなさんも，
きっとこのように思える日が必ず来るはず 。
高校生活を楽しみたいという人は，ぜひ穴高へ。

かけがえのない「仲間」
かけがえのない「仲間」

Ｈ君（株）トヨタ自動車（レスリング部 岩倉中出身）
３年間の高校生活は，レスリング部の朝練習に始まり夕
方遅くまでの練習に終わる毎日だった。合宿も含めて毎日
が厳しい練習だったが，あの苦しさを乗り越えてきたから
こそ今の自分があると思う。そして何より「仲間」という
かけがえのないものを手に入れた。レスリングを教えてく
れた先生・コーチには本当に感謝している。最後に，中学
生のみなさん。ここ穴高は自分のやりたいことが見つかる
学校だ。 今，目標がなくても，これから穴高で見

つけていく のはどうだろう。きっと最後には「穴高に来
てよかった」と思う日が来るにちがいない。

スポーツが盛んな学校
スポーツが盛んな学校

Ｔ君 （株）日亜化学工業（サッカー部 石井中出身）
３年間頑張ったのは，部活動のサッカー。高校から始め
たのでわからないことだらけだったが，そのうち嫌だった
練習や試合が楽しめるようになった。テスト前には練習が
休みになり，勉強にもしっかり励めた。部員一人ひとりが
声を出して質の高い練習を継続し， 少しでも上を目

指せるよう努力した。残念ながら最後の選手権では負
けたが，３年間サッカーを続けたことが非常に充実してい
たため，穴高に入学して本当によかったと思う。就職も希
望通り県内の企業に内定し，家族も喜んでくれた。後輩の
皆さん，勉強・部活動に一生懸命励むなら，ぜひ穴高へ。

したいことができる穴高
したいことができる穴高
Ｓ君（株）四国電力（野球部

穴吹中出身）

少年野球時代から穴高で野球をすると決めていた。穴高
に入学後は，多くの楽しい仲間や監督・部長，そしてユニ
ークな先生方と出逢えて本当によかった。ケガで野球がで
きなかった時，仲間の支えがあったから最後まで頑張るこ
とができ，充実した３年間を過ごせた。野球終了後は就職
試験に向けて猛勉強し，面接練習も多くの先生方にお世話
になった。そのおかげで第一希望に内定でき，本当にうれ
しかった。中学生のみなさん，高校入学後，勉強が難しく
なったり，自分のしたいことができないと考えていません

か。 授業を真剣に受けていれば，部活動に思う

存分取り組めるのが穴高 。みなさんもぜひ穴高へ。

一生に一度の経験
一生に一度の経験

Ｙ君（株）日亜化学工業（生徒会長
レスリング部 一宇中出身）
レスリングを３年間やってきて苦しいことばかりだった
が，それ以上に得たものは多い。それは，レスリングをや
ってきた人にしかわからないと思う。また就職試験の時は，
先生方が最後まで支援してくださるので安心して取り組め
た。もちろん，自分も頑張らなければならないが。
みなさんもぜひ穴高で，レスリングと充実した 3 年間を。

最高にいい奴ら
最高にいい奴ら

Ｋ君 近藤化学工業（レスリング部主将 三加茂中出身）
３年間レスリングを頑張っ
て き た。 一 年 生 の 時 は正 直 や
め よ うか と 思 う こ と もあ っ た
が， 逃げるのは嫌だ ったの
で ， 必死 に 苦 し い こ とも 乗 り
越 え てき た 。 だ か ら こそ ， 今
の 自 分が あ る と 思 う 。レ ス リ
ン グ の活 動 で ， 助 け あう こ と
・礼儀・挨拶・仲間を信じることなど，とにかく多くのこ
とを学べた。レスリング部に入って，穴高に入ってよかっ
た。レスリング部の仲間はとてもおもしろく，笑いが絶え
ない。一人が苦しんでいる時はみんなで助け合える本当に
最高にいい仲間。中学生のみなさん．最後には３年間レス
リングをやってよかったと思えるので，ぜひレスリング部
へ入部しよう。

＜

進学

＞

一歩進み，新しいことへの挑戦
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Ｋ君 高松大学経営学部（サッカー部主将 江原中出身）
穴高に来て私は成長できた。笑ってともに過ごせる仲間
との出会い。最初は見ず知らずの人でも話せばとてもおも
しろい人ばかりなので，いつのまにか仲間になれた。仲間
は学校生活を楽しくするための大切な存在。部活動では，
とにかくチームがまとまる難しさや努力する大切さを学べ
た。チームの一人ひとりが意識することは全く違う。それ
でも一人ひとりと少しずつ話していくと，まとまることが
できた。そして何より努力することが大事。努力しても意
味がないなどという前に，まずは行動に移すべきだ。必ず
努力は結果となって評価される。後輩の皆さん，何事も大
切なのは，一歩進み，新しいことに挑戦すること。新しい
ことへの挑戦は恥ずかしいことではない。 高校生活を

大いに挑戦・努力の場とし，楽しい穴高生活を。

一人ひとりに熱心な穴高
一人ひとりに熱心な穴高

Ｋさん 国公立大学希望（少林寺拳法部主将
江原中出身）
文武両道を目指し頑張ってきた。英数クラスに入ってい
たので，朝・夕の補習を受けてから部活動に参加した。キ
ャプテンを任され仲間とともに厳しい練習に取り組み，そ
の結果全国大会に出場できたのは，本当によい思い出だ。
勉強は，穴高の先生方は生徒一人ひとり
に熱心に教えてくださるので，とてもわ
かりやすい。中学生のみなさん，高校に
入ったら何かやりたいことを見つけて積
極的 に取 り組み ， 卒業するときに

「よかった」と思えるような高校
生活を過ごしてください。ぜひ少林寺拳
法部に入部されることをお持ちしてま
す。

自分の弱点を克服
自分の弱点を克服
Ｎさん

穴吹情報公務員カレッジ（脇町中出身）

英数クラスで補習を頑張るなかで多くの問題を解き，自
分の弱点を克服していくことができた。先生方は熱心に教
えてくれる方ばかりで本当に心強い。書道部で３年間活動
したが，自分のペースで活動でき，一生懸命書いた作品で
受賞したのもいい思い出。 笑顔が絶えない穴高 に，
中学生のみなさん，ぜひいらしてくださいね。

出会いの場
出会いの場 穴高
穴高
夢への過程を築ける
夢への過程を築ける 我らが穴高
我らが穴高

Ｕ君松山大学（生徒会副会長 野球部主将 江原中出身）
野球部が練習しているグラウンド
は，学校から２㎏離れた河川敷にあ
る。毎日の行き帰りはＵＰ・Ｄｏｗ
ｎ代わりに走っている。ナイター設
備もないため，他校に比べると練習
時間が少なくなるが，保護者を始め
先生方も熱心な方ばかりで，このよ
うに恵まれた環境で野球ができたこ
とをとても光栄に思う。二年生の秋
から生徒会副会長も務め，学校全体
を引っ張っていった。正直，両立す
ることは難しかったが，今思えば両方やってよかった。穴
高は 自分がしたいことに没頭できる学校 で，将来
の夢への過程を築き上げるのに最適だ。ぜひみなさん，穴
高でいい想い出を作ろう。

充実した生活を
充実した生活を

Ｙさん

国立大学総合学部進学希望（脇町中出身）

英数クラスで３年間，朝・夕の補習を頑張った。特に３
年生になってからは，大幅増の補習，志望理由書や小論文
作成・面接練習と目が回るほどの忙しさ。しかし，その経
験で得られた達成感や充実感は格別だ。それも 生徒のた

めに時間を割いて指導してくださる先生方の支
えがあってこそ。穴高は，頼れる先生や同じ目標を持った
仲間との出会いの場。中学生の皆さん，努力と出会いを大
切に。

自分の夢を見つけられる安心
自分の夢を見つけられる安心

Ｋさん 国立大学農学部進学希望（脇町中出身）
英数クラスの補習に書道部と手芸部の活動，１年間のア
ルバイト体験。 多くのことにチャレンジ できた３年間
だった。忙しいが楽しい，笑顔の絶えない日々の連続。そ
れも個性豊かな先生方や友達のおかげ。特に先生方はとて
も熱心にご指導くださり，質問もしやすい。だから安心し
て多くのことに挑戦し，自分の夢を見つけられる。中学生
の皆さん，ぜひ穴高へ。

Ｋさん 四国大学生活科学部（バドミントン部主将
生徒会書記長 穴吹中出身）

心強い味方
心強い味方

３年間の穴高生活はバドミントンと勉強の両立を目指し，
さらに生徒会役員としても活動した。英数クラスだったた
め，放課後補習に参加してから部活動に参加した。少人数
の部活動だったが，とても仲がよく楽しい部活動だったの
で，補習終了後に活動するのを楽しみにしていた。
生徒会でも学校の活動を盛り上げることができ，非常に充
実していた。大変だったことも多かったが，充実した生活
を送ることができたのも穴高のおかげ。みなさんもぜひ，
仲間と楽しく過ごし，思い出の多い高校生活を。

３年間，英数クラスに在籍した。正直なところ，１・２
年生のときは補習を面倒に思うこともあった。しかし現在
は，大きな目標を実現したいという思いで奮起し，日々勉
強に励んでいる。穴高は，進学・就職に関わらず，先生方
が生徒を全力でサポートしてくださる。これほど心強い味
方はないだろう。中学生の皆さんにも，ぜひ穴高で先生方
の 熱意を受け止め ，自分の目標に向かって歩んでほし
いと願っている。

Ｋ君 国立大学工学部進学希望（穴吹中出身）

