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金 沢 桜 丘 高 等 学 校

高校の時、聞いた音楽達。
いま聴いても、あのころに
還れます。
公務員/55歳

これからは
時代の変化をとらえて、
スマートに生きていこう！
通信系会社勤務/55歳

良きクラスメート、
良きチームメート、
良き恩師。
今でも深い絆で結ばれています！
メンテナンス会社経営/56歳

皆さんには これから多
く出会いが待ってます。
楽しみです
年金生活者／72歳

人との出逢いを大切
にして下さい！
一生の友がいます！
IT系会社勤務/56歳

この大変な状況を一緒に
乗り越えた友達との絆は
一生の宝物です

受験勉強も大事ですが、
体を鍛えて心肺機能を整
えましょう。一生の財産
になります。特に中学で
文化部だった人へ

尊敬する師匠や親しい先輩
をたくさん作ってほしい。
同級生が一番だけどね！

看護師/56歳

皆さんが思ってるよりも、
卒業後好きになる高校だと
思います。※自分調べ

建築会社社長/56歳

人を信じよ、しかし、その
百倍も自らを信じよ。（尊
敬する手塚治虫先生より）

自分を高める事に専念して
下さい！
目標を持って自立しよう！

56歳 自営業

ピアノ講師/56歳

会社役員/49歳

階段を一段ずつ、
こつこつきれいな気持ちと
きれいな言葉を使って上り
きって下さい。
髭会社員/70歳

魂
熱繋

桜の は
静かに、 く がってます。
がんばりましょう

！

員 歳

大学は、看護学科、、
結婚して出産後アナウ
ンサー業してマス
前向きチャレンジ応援
します^_^

アナウンサー兼訪問看護師/55歳

会社 /60

一生の思い出を作るチャ
ンスは今だけです！
毎日を全力で楽しんでく
ださい！
会社員/22歳

努力は裏切らない。
桜高魂！
教育職/70歳

誠実性＆合理性、
この2点にご留意あれ！
コロナ禍だけど一度きりしかない
時を大切に刻もう。この時を過ご
してる自分と家族と仲間に沢山褒
め讃えててあげてください。
ファイトです。
看護師/55歳

目標は人それぞれ、
やりたいことが見つから
なくてもあせらないで！
建設現場管理/29歳

現役会社員/71歳

長い人生、
いろんなことだらけ。
自分ひとりで
どうにもならない時は、
迷わず助けてもらおう。
あなたを見てくれる人が必ずいる。
ひとりじゃない。

桜丘は得意な事を見つける場所
それが将来のあなたを支えます
よ！
ニュースキャスター/56歳

高校時代は人生の宝、
思い切りチャレンジ、
そして大切に
元婦人服卸業/72歳

時勢に応じて自分を改革しろ！
(坂本龍馬)
コロナに負けずに頑張れ
IT系会社勤務/56歳

『一高入魂！』
悔いなきよう、一生懸
命高校生して下さい!
銀行員/55歳

まだ知らない貴方の良いとこ
ろに出会うのは、これから。
楽しみに！
出版社代表/56歳

だいじょうぶ、
きっとうまくいくよ

！

大阪のおばちゃん/71

歳

夢や目標に向かって、
焦らず、自分らしくチ
ャレンジすることが大
事だと思います。

どんな嵐のときでも
小さな幸せの芽は出ています。
見つけてみましょう！
放課後等デイサービス児童指導員/55歳

これからの長い人生、
健康で楽しく
ゆっくりいきましょう。
会社員/56歳

コロナ禍の時代だか
らこそ
『晴耕雨読』
『臥薪嘗胆』

柔道整復師/55歳

毎日自分と戦って、
努力し続ければ、
運は味方してくれます。
頑張って✊

プロダクトデザイン/78歳

今日生きている。
それだけで貴方は偉い。
貴方の明日が笑顔で溢
れますように。

コロナ禍に高校
生活を過ごす
後輩へのエール

辛抱の日々が続いてい
ますがその分忍耐力が
鍛えられているはず！

中国 青島理工大学美術デザイン学部
客員教授/67歳

エステサロン経営/56歳

同窓生の活躍に出会う事は、
いつでも嬉しく
誇らしいものです
歯科医/71歳

二児の母/55歳

教員/56歳

日本語講師/57歳

営業事務/56歳

看護師/55歳

卸売会社経営/56歳

ナレーター/56歳

人生の宿題はたった1つ
→沢山の素敵な思い出
を作り、青春を楽しむ
こと

流した汗の量・朋友・
好奇心。多いほど後の
人生を豊かにしてくれ
ます。

感性を磨こう！
皆と同じであることに
安心する大人にはなるなよ！

新聞社社員/29歳

時間が経つと全部の事が笑
い話になるから。
所ジョージの言葉に共感！

人と比べても
何の意味もない、
自分の価値観を大事に。

自分の夢のため、真の力
をつけて実現して下さい

無職/72歳

リモート
バーチャル
ワーケーション
どこに居ても人と繋がる技術を持て
現役営業技術者/65歳

色々なことに積極的
に挑戦してください
元自動車会社員/71歳

楽しい行事中止で悲しいね。
若いエネルギーで思い出作っ
て下さい！
元公務員/70歳

56歳になっても、毎年同窓生が集
まりスポーツや懇親会などで色々
と楽しんでます。未来はきっと明
るいよ！
不動産会社勤務/56歳

祝

一度ぐらいの失敗で諦め
るな、成功するための道
はいくらでもあるよ！
技術者/56歳

出会いを大切に。
人脈を拡げるチャンスであり
財産になります。
薬剤師/55歳

桜の友は一生の友。
出会えたことに
感謝する日々が必ず来る！
認証業務/52歳

人生は長いからいろんな事
ができるよ。
自分の事は自分で決めてチ
ャレンジしてみて！
子育て支援/56歳

18年の命の感謝と
自分の五感＋＠を信じ
未来に咲け！！
理学療法士/55歳

オッちゃんも辛いんやで、ボーナ
ス減ってビール減らされて。
人間万事塞翁が馬、考え方を
変えて思う。おかげで血圧下
がってもうた！
インテリア工事会社/52歳

おもしろきこともなき世を
おもしろくすみなすものは
心なりけり
経理デザイナー/37歳

他人に頼ることができるって、
とても大切ですよ。

高校3年間あっという間
でした。コロナ禍で大変
でしょうが、沢山思い出
を作ってください。

高校教員/55歳

公務員/23歳

桜出身とわかっただけで
何だかうれしい きっと
そのうちわかります。

大人になっても楽しいこ
とが一杯。一緒に楽しむ
友達を高校時代に作ろう

保育教諭/55歳

看護師/56歳

昨年も今年も、
来年も10年後も…
春には児安が丘に桜咲く！

高校大学で学んだ事は
今も仕事の基盤になっ
ています。

建設会社員/56歳

高校の級友男女数名と今も
繋がってるグループライン。
財産ですね
水泳指導員/72歳

現役エンジニア/71歳

この稀にみる時期だからこそ、工夫
と勇気をもって愉しんで過ごしてね。
一度きりの高校生活、これから何
年経ってもきっと心の支えになるよ。
看護師/55歳

考えて行動して
初めて振り返られる。
振り返ることで
人は成長する。
商社勤務/56歳

行動に移さないで後悔する
よりも一歩前へ踏み出して
みて下さい。そのこと自体
も皆さんの大きな財産とな
るはずです。

どうせ持つなら途方もな
い夢を。妄想は起爆剤。
スティーブ・ジョブズに
もクリストファー・
ノーランにもなれる
新聞記者/55歳

海上保安官/56歳

3S歩行で話した内容は
今も忘れません。
大変な時期ですが、友
人との時間を大切に！

難関に活路あり！
壁にぶつかった時ほど
打開の為に真剣に考え
行動するチャンス！
公認会計士/51歳

我慢した日々も仲間と笑っ
た日々と同様、振り返れば
いい思い出になる。
主婦/52歳

ポスター制作の経緯について
コロナ禍で学校行事や部活動の制限を受けている皆さんの事を考えると、とて
も胸が痛みます。そんな状況下でも頑張っている後輩の皆さんにエールを贈れ
ないものかと企画しました。

新聞社社員/23歳

この想いに多くの賛同があり、短期間で想定以上のエールが寄せられました。
どれも昭和・平成・令和の三元号をたくましく生き抜いてきた社会人としての
貴重なコトバだと思います。

卒業したら
三桜同窓会にも顔出してみて！
頼れる先輩がたくさんいますよ！

今日という日も
未来につながっている
ということを心に留めて
元博物館職員/56歳

かけがえのない高校生活。
思い出たくさん作って下さ
い。
自営業/56歳

若いうちからコミュニケー
ション能力を高めよう！
社会に出てから一番の武
器になります。
住宅営業/40歳

会社経営/55歳

色々なことに積極的に
挑戦して下さい。

自動車会社／71歳

チャレンジすることに
間違いなんてないよ！
勇気をもって

他人と違うことを恐れるな！
その個性は
何れ大きな武器に変わる！

元公務員/34歳

会社経営/56歳

好きな子に告白しなかっ
た事、今でも後悔してい
ます。チャンスはいまの
うち。当たって砕けろ！
会社員/53歳

こんな世の中だけど、将
来親になった時、子供に
自慢できる高校生活を
送ってください。
派遣社員/46歳

自分の得意なことを
極めよう！
空間プロデューサー/50歳

一緒に勉強や部活を頑張っ
た友達は大人になっても支え
合える存在です。後悔しないよ
うに日々頑張ってください！
公務員/23歳

皆で困難を乗り越える
経験はかけがえのない
財産。状況に適応し活
路を見出す力は最大の
武器です。
笑顔で頑張って！
宿泊施設経営/55歳

悔
悔 ！

やらないで後 するくらいなら、
やって後 しよう

経営/55歳

会社

辛
将
肥
頑張 乗 越
素直 持 吐
半

そして地元はもとより全国各地でたくさんの先輩達が皆さんを見守ってくれて
いる事を忘れないでください。
卒業生有志一同

絶
何
誰
辛
！

今、もし いことがあっても、それは 対
来のための やしになるので、 とか
って り えてください。 かに
に気 ちを き出すことで、 いこ
とも 分になりますよ

産 勤務/56歳

不動 会社

皆さんはこれからいろんな人た
ちと出逢います。この出逢いを
大切にし、人脈を拡げてくださ
い。一生の財産になります。
薬剤師/55歳

残された高校生活や今後の人生において少しでも糧となれば幸いです。

