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美しさを称えました。これを新しい高校の通信誌名として拝借しました。
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生徒部より

碧雲祭を終えて

　今年度の碧雲祭は10月22日（金）を準備日とし、10月23日（土）に開催しました。残念ながら、今年度もコロナ
の影響でスポーツ祭は中止としましたが、文化祭を1日の日程で実施することができました。　　
　今年度のテーマは『ＲＩＮＧ～人と人がつながる碧雲祭～』でした。このテーマには学園祭を、通信制と定時制、
生徒と教員、大きく言えば宍道高校と地域がつながるきっかけにしたいとの思いが込められていました。今年度は通
信制の生徒も多く参加し、催し物、ステージ発表など、さまざまなところで活躍してくれました。そして非常に盛り
上がった学園祭になりました。この学園祭をきっかけにして生徒のみなさんの交流が深まり、より良い学校生活を過
ごしてくれることを期待しています。参加した生徒のみなさんお疲れ様でした。そして今年は参加できなかった生徒
のみなさんはぜひ来年の碧雲祭に参加してみてくださいね。

　今年の碧雲祭は昨年よりも新型コロナウイルスによる規制が少し緩和されていたので、生徒会としても感染対策
など色々と想定しやすく周りを見ながら準備、運営ができたのではないかと思います。
　生徒会執行部が文化祭について考えるときは、どうやったら宍道高校のみんなが楽しんでもらえるか、後悔がない
ようにできるかなど、多くのことについて考えながら企画、準備、運営をしてきました。その企画準備が一番大変
ですが、一番楽しいです。今年は昨年よりも余裕を持って準備ができたと思います。全員自分の担当する企画があ
りましたが、一人一人がほかの企画準備も協力し、助け合ったおかげだと思います。生徒会執行部だけでなく、先
生方にも協力してもらい、うまく連携がとれたおかげで無事に碧雲祭を終えることができました。
　私は昨年から生徒会執行部に入り、今年は文化部長として企画、準備、運営をしてきました。しかし、学園祭の
運営では文化部長であることはほとんど忘れていました。生徒会執行部は学年も役職も関係なく、みんなの仲が良く、
いつも笑いが絶えません。そんな生徒会執行部での活動は、私の癒しでもありました。そんな雰囲気だったからこそ、
全員が助け合いながら碧雲祭をきちんと進めることができたと思います。
　今年は人と人が繋がるというテーマで、通信制や先生方、地域の方々など、多くの繋がりを持ち、協力して作り
あげた碧雲祭でした。もっとこうしたかった
とか、もっとこうして欲しかったなどの意見
もあると思いますが、少しでも楽しめた要
素があったなら嬉しいなと思います。そして、
みなさんから事後アンケートでいただいた意
見は来年に生かしていきます。碧雲祭に協力
してくださった方々に本当に感謝いたします。
私自身も大きく成長できました。ありがとう
ございました。

碧雲祭を終えて
生徒会執行部文化委員長　永　田　天　守

企画・運営に携わった生徒より
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　今年度も碧雲祭のポスターを描かせていただきました。今年で４回目の制作になりました。今年度の学園祭テーマ
は「ＲＩＮＧ～人と人がつながる碧雲祭～」でした。私は生徒会執行部にも所属しているのですが、今年度の学園祭
テーマを考えているときに他のメンバーから花言葉を使ってはどうかとの意見が出ていました。その中でかすみ草の
花言葉が幸福であることを知り、そのことがずっと心の中に残っていました。なので、今回のポスターを作成するに
あたり、絶対に描きたいと思っていたのがかすみ草です。宍道高校には年代や趣味も様々な人が集まっています。だ
からこそ人のつながりを感じて欲しいし、この学園祭を楽しんで欲しいと考えていました。だからかすみ草を描くこ
とでその思いを伝えたいと思いました。そしてそれを表すために、かすみ草の花は虹色で描くことにしました。そし
て花を１つ１つ丁寧に描くことを意識し、みんなが集まって楽しんでいる姿をイメージしました。また、かすみ草を
支えるように今年度のテーマであるＲＩＮＧを描きました。リングは少しリアルに描くことで不思議な世界観になる
ようにしました。私は今年度で卒業します。なのでポスターを描くのは今年で最後になります。美術部として４年間
ポスター制作に関われたことは私の自信になっています。そして来年からは後輩たちがすばらしいポスターを描いて
くれることを期待しています。

碧雲祭ポスター制作にあたって
美術部　堀　　　朱　香
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碧雲祭
缶バッジ作り

　昨年度からの 32 ㎜、44 ㎜の缶バッジマシンに加え、今年度
は 76 ㎜の缶バッジマシンを購入しました。しかも、76 ㎜は缶
バッジだけではなく、マグネットとミラーも作れるようにパー
ツを用意しました。素材は、印刷したイラストから選んだり、
自分でオリジナルの絵を描いたり、スタンプやシールで飾り付
けたりとオリジナルの缶バッジが作れるように用意しました。
また、くじを準備しました。景品は缶バッジを飾るケースやポー
チ、カバーでした。当日は、思い思いの缶バッジを作り、大盛
況でした。思った以上に上手に作れ、嬉しそうにしている姿に
こちらも嬉しくなりました。担当の生徒達は準備からとっても
積極的に動いてくれ、当日も来られた方に丁寧に対応していま
した。皆さん、ありがとうございました。

　家庭科展示は、定時制家庭科の授業で製作したり、考案した
りした作品を展示しました。どの作品も完成度が高く、足を運
んでくださった方々は、そのできばえに感心して見ておられる
様子でした。特に、家庭総合前半で制作したポーチは、ひとり
ひとり違う布を使ってすべて手縫いで作られたもので、ひとつ
ずつ表情が違い、「じょうず～！」「かわいい～！」という声も
聞かれました。
　来年度もよりよい展示ができるように頑張ります。ありがと
うございました。

家庭科展示

文芸部・漢字チャレンジ展示
　文芸部・漢字チャレンジの展示は、総勢 13 名の生徒で準備に
取り組みました。文芸部の作品（詩、短歌）と「川柳クイズ」、「漢
字チャレンジ」を履修している生徒が授業の中で取り組んだ「古
代文字アート」の展示を行いました。準備時間は、段ボールや
画用紙を使って古代文字の飾りを作りました。作りながら和気
あいあいといろんな話をしたり、クイズの解答について「ああ
でもないこうでもない」と意見を交わしたりできて楽しかった
です。当日は合わせて 50 人ほどの方に来ていただくことができ
ました。クイズにもたくさん参加していただいて嬉しかったで
す。足を運んでくださった皆さん、本当にありがとうございま
した！！

ＪＲＣ展示
　JRC 部は昨年度まで部員がおらず、久々の学園祭展示を行い
ました。皆さん見ていただけたでしょうか？私たちは今 4 人の
部員で活動していますが、皆さんが「献血」と「フェアトレード」
に興味を持ってもらえたなら嬉しいです。今後も「自分の好き
なことから、人の役に立つ！！」をポリシーに活動していきま
すので、ぜひ JRC 部の活動にご協力お願いします！！

消しゴムはんこ作り　
　消しゴムはんこ作りのブースでは、まずは担当生徒が作れる
ようになろう！ということで、準備日を使って実際に一から彫っ
てみるところから始まりました。そして迎えた学園祭当日。来
られたお客様に対し、積極的に声をかけ、作り方を教えようと
頑張っている姿が見られました。今年度も大盛況！！ではあり
ませんでしたが、お客様も担当者も「楽しかった！」という声
を聞くことができたので良かったです！来て下さった生徒、教
職員の皆さん、そして学園祭の準備・運営を担当して下さった
先生方、本当にありがとうございました。

　書道展示では、通信制・定時制の書道の時間を選択している
生徒の作品、半切３点を含む、合わせて約 100 点の作品を展示
しました。楷書、行書、草書…と、それぞれの作品が書体の特
徴を捉えており、黒と白だけの世界、余白の妙を楽しんでいた
だけたのではないかと思います。会場に来られた方の中には作
品の前で足を止め、じっと見入っておられる姿も見られ、作品
を味わい、楽しんでいただいているのだなとうれしく思いまし
た。また、会場に飾った、秋を表す紅葉と和の雰囲気を出そう
とした折り鶴に目を留め、声をかけていただいたのもうれしかっ
たです。授業で書いた作品を発表する場はあまりなく、このよ
うにたくさんの方にみていただく機会を持つことができたこと
は、生徒のやる気アップにもつながっていると思います。展示
を見に来てくださった皆さんに感謝いたします。ありがとうご
ざいました。

書道展示 金山要害山展示
　例年、碧雲祭では金山要害山保存会の方々による｢戦国鍋｣が
振る舞われ、大好評でしたが、コロナ禍ということもあり、今
年は展示のみとなりました。メッセージボードには｢金山要害山
に一度行ってみたい｣｢どんな活動をしているか興味がある｣と
いった感想もあり、今後の活動の励みになります。毎年、6 月に
は通信制課程の生徒を対象に金山要害山でフィールドワークも
実施しているので少しでも興味のある方はぜひ参加してもらい
たいと思います。ご来場ありがとうございました。

ハーバリウム作り
　昨年度初登場で大好評だったハーバリウム体験教室を今年度
も開催しました。ハーバリウムは、瓶の中に、特殊加工をした
草花を配置し、オイルを入れて閉じ込めるアートです。初めて
の人でも、短時間でセンスよく素敵な作品ができるだけあって、
満足度が高いのが特徴です。今年は 60 名限定で行いましたが、
運営担当の生徒や教員も含め、お客さんも、もう一つ作りたい！
とリピーターが続出し、大盛況となりました。完成したハーバ
リウムがこれからも皆さんの癒やしになれば嬉しいです。当日
来てくださった皆さん、運営担当の生徒の皆さんと先生方は準
備から片付けまで、ありがとうございました！

ビーズアクセサリー作り
　昨年度やっていたピアス、イヤリング、ストラップに加え、ネッ
クレス、ブレスレット、ヘアゴムも作れるように準備しました。
先生方の中にはアレンジしてマスクチャームを作っておられる
方もありました。「何を作ろうかな？」「どのビーズを使おうか
な？あ、これかわいい！あ、こっちもかわいい♡」とお友達と
盛り上がりながら石（ビーズ）を選んでいた姿が印象的でした。

「妹にプレゼントします」とか「友達と交換します」なんて人も
いて、相手のことを想いながら作るって、とってもステキ！！
と感動しました。ビーズはキラキラ☆体験に来てくださった生
徒のみなさんも担当生徒みなさんも先生方も、みんなキラキラ
していました。

ＵＶレジン小物作り
　今年初めての UV レジンワークショップは、通信の仲間５名
も含め 15 名のチームで準備しました。それぞれのメンバーが試
作に夢中になり、プラバンでのネームチャームやストラップ、
キーホルダーなどを作りました。当日はなるべくスムーズに制
作できるように予約カードを導入して、ゆったりと集中して作
る生徒が多かったです。UVランプを当てることで樹脂が硬化し、
様々な形や色のアクセサリーがその場で作れるという魅力には
まった生徒も多く、また作りたい、学園祭終わってからまたワー
クショップを開きたいという声もありました。みんなの力で楽
しく和やかなワークショップとなり、出来上がった作品も色と
りどり、個性的なものが多く、みんなに楽しんでもらえてハッ
ピーでした！

フリーマーケット
　今年度初めてフリーマーケットを開催しました。
　自分には不要な物でも他の人にとっては必要なものがある。「もったいない！」の精神のもと、不要品を集めて開催しました。みなさん
のご協力で、たくさんの商品が集まりました。生徒がお小遣いで買えるように、安価で殆どの商品が 10 円でした。延べ 111 人の人が購入
していただき、6,650 円の収益がありました。宍道町の社会福祉協議会へ寄付をさせていただきたいと思っています。また、以下の数字は
一人がどのくらい購入したかを調べてみました。みんなが、少しずつ協力してくれた事が分かります。ご協力ありがとうございました。

科学実験教室
　科学実験教室では、製作コーナーを生物と化学が担当し、物
理は展示を行いました。
　行った内容について、簡単にご紹介します。
１）生物製作「松ぼっくりのクリスマスツリー」
　「Merry Christmas!　宍道高校の皆さん」あと２ヶ月ほどで
クリスマスを迎えるこの時期、宍道高校の裏山から転がってく
る大型の松ぼっくりを利用してクリスマスツリーを作りました。
あらかじめ洗浄して乾燥した松ぼっくりにラッカースプレーで
色づけしたものなど 40 個準備しました。
　担当生徒に補助してもらい、台となる鉢の上に松ぼっくりを
セットし瞬間接着剤を使って星形のビーズなどクリスマスらし
い飾り付けをしてツリーに仕上げました。
２）化学製作「バスボム（発泡入浴剤）」
　肌寒くなったこの時期に温かくなるものを作ろうと考えて、
入浴剤の製作を行いました。“重曹と酸の反応で二酸化炭素が発
生する”原理を利用しました。お客さんには 6 種類の香料・色
から好きなものを選んでいただいて、製作補助の生徒たちがお
手伝いして丸いバスボムを作りました。使っていただいた皆さ
んからは、「温かかったよ！」とご好評をいただきました。
３）物理展示他
　①凹面鏡を利用した「つかめない動物？」、②マジックミラー
を使った「無限につづく光」、その他、化学的ですが「尿素結晶
のクリスマスツリー」「色が何回も変わる液体（時計反応）」な
どを、展示しました。
　お出でいただいた皆様、熱心に補助してくれた生徒たち、あ
りがとうございました。

ステージ発表
　今年は体育館で生徒・教職員全員の前で発表させてもらうことができました。その分、発表する人たちははじめ緊張しているようでしたが、
その分しっかり準備・練習していました。
　当日は、リハが押してしまってぶっつけ本番になったグループもありましたが、それを感じさせない堂々としたステージングをみせてく
れました。ステージ上でオケが流れなくなる、なんてトラブルがあってもパフォーマンスを止めずにアカペラで歌いきる姿はとても頼もしく・
立派でした。
　機材の搬入・撤収などを協力しておこなったり、お互いにアドバイスをしあったりする姿も素敵でした。
　宍道校生の底力、みたいなものを感じさせてくれました。
　また、観て・聴いてくださった皆さん、ありがとうございました !!!

ゲームコーナー
　昨年からのコロナウイルスの影響で、今年も本校生徒、教職員
のみなさんにお越しいただきました。これまでは園児対応のゲー
ムが主でしたが、今年は少し大人向けに変更し、「スーパーボー
ルすくい」「ダーツ」「シューティングビンゴ」の３種類を実施し
ました。人の波はありましたが常に来場者がいる状態で、楽しそ
うにチャレンジしている姿を見ることができ、とても満足してい
ます。景品も若干豪華にしましたが、やはりお菓子が人気でした。
係の生徒は準備から片付けまで、とてもよく働いてくれスムーズ
に進行できました。中には、分担した時間以外も積極的に活動し
てくれて大変助かりました。来場者の皆さんを含め関わっていた
だいた生徒、先生方ありがとうございました。

美術展示
　美術展示では、美術の授業や定時制・通信制の美術部の活動
で生徒が制作した作品を展示しました。特に美術部の展示にお
いては、今年度は通信制で現在作品制作に励んでいる生徒の作
品が多数展示され、見応えのある展示となりました。会場に来
られた方も、作品を見て数の多さに驚くとともに、絵本の原画
や粘土で作った人形など、多様な作品の鑑賞を楽しんでおられ
ました。また、授業の作品についても、自分が作った作品を見
に来たり、他の人から作品の感想をもらうなどして、作品を通
じて生徒同士で交流する様子も見られました。通信制の美術の
授業作品も図書室前で展示され、普段の授業で頑張っている成
果を発表する良い機会となりました。
　展示に足を運んでくださった皆さん、ありがとうございまし
た！

１人の
お買い上げ金額

10 円 20 円 30 円 40 円 50 円

33 人 18 人 15 人 5 人 ７人

60 円

８人

70 円

4 人 4 人

80 円

3 人 14 人

90 円 100 円以上
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碧雲祭
缶バッジ作り

　昨年度からの 32 ㎜、44 ㎜の缶バッジマシンに加え、今年度
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ツを用意しました。素材は、印刷したイラストから選んだり、
自分でオリジナルの絵を描いたり、スタンプやシールで飾り付
けたりとオリジナルの缶バッジが作れるように用意しました。
また、くじを準備しました。景品は缶バッジを飾るケースやポー
チ、カバーでした。当日は、思い思いの缶バッジを作り、大盛
況でした。思った以上に上手に作れ、嬉しそうにしている姿に
こちらも嬉しくなりました。担当の生徒達は準備からとっても
積極的に動いてくれ、当日も来られた方に丁寧に対応していま
した。皆さん、ありがとうございました。

　家庭科展示は、定時制家庭科の授業で製作したり、考案した
りした作品を展示しました。どの作品も完成度が高く、足を運
んでくださった方々は、そのできばえに感心して見ておられる
様子でした。特に、家庭総合前半で制作したポーチは、ひとり
ひとり違う布を使ってすべて手縫いで作られたもので、ひとつ
ずつ表情が違い、「じょうず～！」「かわいい～！」という声も
聞かれました。
　来年度もよりよい展示ができるように頑張ります。ありがと
うございました。

家庭科展示

文芸部・漢字チャレンジ展示
　文芸部・漢字チャレンジの展示は、総勢 13 名の生徒で準備に
取り組みました。文芸部の作品（詩、短歌）と「川柳クイズ」、「漢
字チャレンジ」を履修している生徒が授業の中で取り組んだ「古
代文字アート」の展示を行いました。準備時間は、段ボールや
画用紙を使って古代文字の飾りを作りました。作りながら和気
あいあいといろんな話をしたり、クイズの解答について「ああ
でもないこうでもない」と意見を交わしたりできて楽しかった
です。当日は合わせて 50 人ほどの方に来ていただくことができ
ました。クイズにもたくさん参加していただいて嬉しかったで
す。足を運んでくださった皆さん、本当にありがとうございま
した！！

ＪＲＣ展示
　JRC 部は昨年度まで部員がおらず、久々の学園祭展示を行い
ました。皆さん見ていただけたでしょうか？私たちは今 4 人の
部員で活動していますが、皆さんが「献血」と「フェアトレード」
に興味を持ってもらえたなら嬉しいです。今後も「自分の好き
なことから、人の役に立つ！！」をポリシーに活動していきま
すので、ぜひ JRC 部の活動にご協力お願いします！！

消しゴムはんこ作り　
　消しゴムはんこ作りのブースでは、まずは担当生徒が作れる
ようになろう！ということで、準備日を使って実際に一から彫っ
てみるところから始まりました。そして迎えた学園祭当日。来
られたお客様に対し、積極的に声をかけ、作り方を教えようと
頑張っている姿が見られました。今年度も大盛況！！ではあり
ませんでしたが、お客様も担当者も「楽しかった！」という声
を聞くことができたので良かったです！来て下さった生徒、教
職員の皆さん、そして学園祭の準備・運営を担当して下さった
先生方、本当にありがとうございました。

　書道展示では、通信制・定時制の書道の時間を選択している
生徒の作品、半切３点を含む、合わせて約 100 点の作品を展示
しました。楷書、行書、草書…と、それぞれの作品が書体の特
徴を捉えており、黒と白だけの世界、余白の妙を楽しんでいた
だけたのではないかと思います。会場に来られた方の中には作
品の前で足を止め、じっと見入っておられる姿も見られ、作品
を味わい、楽しんでいただいているのだなとうれしく思いまし
た。また、会場に飾った、秋を表す紅葉と和の雰囲気を出そう
とした折り鶴に目を留め、声をかけていただいたのもうれしかっ
たです。授業で書いた作品を発表する場はあまりなく、このよ
うにたくさんの方にみていただく機会を持つことができたこと
は、生徒のやる気アップにもつながっていると思います。展示
を見に来てくださった皆さんに感謝いたします。ありがとうご
ざいました。

書道展示 金山要害山展示
　例年、碧雲祭では金山要害山保存会の方々による｢戦国鍋｣が
振る舞われ、大好評でしたが、コロナ禍ということもあり、今
年は展示のみとなりました。メッセージボードには｢金山要害山
に一度行ってみたい｣｢どんな活動をしているか興味がある｣と
いった感想もあり、今後の活動の励みになります。毎年、6 月に
は通信制課程の生徒を対象に金山要害山でフィールドワークも
実施しているので少しでも興味のある方はぜひ参加してもらい
たいと思います。ご来場ありがとうございました。

ハーバリウム作り
　昨年度初登場で大好評だったハーバリウム体験教室を今年度
も開催しました。ハーバリウムは、瓶の中に、特殊加工をした
草花を配置し、オイルを入れて閉じ込めるアートです。初めて
の人でも、短時間でセンスよく素敵な作品ができるだけあって、
満足度が高いのが特徴です。今年は 60 名限定で行いましたが、
運営担当の生徒や教員も含め、お客さんも、もう一つ作りたい！
とリピーターが続出し、大盛況となりました。完成したハーバ
リウムがこれからも皆さんの癒やしになれば嬉しいです。当日
来てくださった皆さん、運営担当の生徒の皆さんと先生方は準
備から片付けまで、ありがとうございました！

ビーズアクセサリー作り
　昨年度やっていたピアス、イヤリング、ストラップに加え、ネッ
クレス、ブレスレット、ヘアゴムも作れるように準備しました。
先生方の中にはアレンジしてマスクチャームを作っておられる
方もありました。「何を作ろうかな？」「どのビーズを使おうか
な？あ、これかわいい！あ、こっちもかわいい♡」とお友達と
盛り上がりながら石（ビーズ）を選んでいた姿が印象的でした。

「妹にプレゼントします」とか「友達と交換します」なんて人も
いて、相手のことを想いながら作るって、とってもステキ！！
と感動しました。ビーズはキラキラ☆体験に来てくださった生
徒のみなさんも担当生徒みなさんも先生方も、みんなキラキラ
していました。

ＵＶレジン小物作り
　今年初めての UV レジンワークショップは、通信の仲間５名
も含め 15 名のチームで準備しました。それぞれのメンバーが試
作に夢中になり、プラバンでのネームチャームやストラップ、
キーホルダーなどを作りました。当日はなるべくスムーズに制
作できるように予約カードを導入して、ゆったりと集中して作
る生徒が多かったです。UVランプを当てることで樹脂が硬化し、
様々な形や色のアクセサリーがその場で作れるという魅力には
まった生徒も多く、また作りたい、学園祭終わってからまたワー
クショップを開きたいという声もありました。みんなの力で楽
しく和やかなワークショップとなり、出来上がった作品も色と
りどり、個性的なものが多く、みんなに楽しんでもらえてハッ
ピーでした！

フリーマーケット
　今年度初めてフリーマーケットを開催しました。
　自分には不要な物でも他の人にとっては必要なものがある。「もったいない！」の精神のもと、不要品を集めて開催しました。みなさん
のご協力で、たくさんの商品が集まりました。生徒がお小遣いで買えるように、安価で殆どの商品が 10 円でした。延べ 111 人の人が購入
していただき、6,650 円の収益がありました。宍道町の社会福祉協議会へ寄付をさせていただきたいと思っています。また、以下の数字は
一人がどのくらい購入したかを調べてみました。みんなが、少しずつ協力してくれた事が分かります。ご協力ありがとうございました。

科学実験教室
　科学実験教室では、製作コーナーを生物と化学が担当し、物
理は展示を行いました。
　行った内容について、簡単にご紹介します。
１）生物製作「松ぼっくりのクリスマスツリー」
　「Merry Christmas!　宍道高校の皆さん」あと２ヶ月ほどで
クリスマスを迎えるこの時期、宍道高校の裏山から転がってく
る大型の松ぼっくりを利用してクリスマスツリーを作りました。
あらかじめ洗浄して乾燥した松ぼっくりにラッカースプレーで
色づけしたものなど 40 個準備しました。
　担当生徒に補助してもらい、台となる鉢の上に松ぼっくりを
セットし瞬間接着剤を使って星形のビーズなどクリスマスらし
い飾り付けをしてツリーに仕上げました。
２）化学製作「バスボム（発泡入浴剤）」
　肌寒くなったこの時期に温かくなるものを作ろうと考えて、
入浴剤の製作を行いました。“重曹と酸の反応で二酸化炭素が発
生する”原理を利用しました。お客さんには 6 種類の香料・色
から好きなものを選んでいただいて、製作補助の生徒たちがお
手伝いして丸いバスボムを作りました。使っていただいた皆さ
んからは、「温かかったよ！」とご好評をいただきました。
３）物理展示他
　①凹面鏡を利用した「つかめない動物？」、②マジックミラー
を使った「無限につづく光」、その他、化学的ですが「尿素結晶
のクリスマスツリー」「色が何回も変わる液体（時計反応）」な
どを、展示しました。
　お出でいただいた皆様、熱心に補助してくれた生徒たち、あ
りがとうございました。

ステージ発表
　今年は体育館で生徒・教職員全員の前で発表させてもらうことができました。その分、発表する人たちははじめ緊張しているようでしたが、
その分しっかり準備・練習していました。
　当日は、リハが押してしまってぶっつけ本番になったグループもありましたが、それを感じさせない堂々としたステージングをみせてく
れました。ステージ上でオケが流れなくなる、なんてトラブルがあってもパフォーマンスを止めずにアカペラで歌いきる姿はとても頼もしく・
立派でした。
　機材の搬入・撤収などを協力しておこなったり、お互いにアドバイスをしあったりする姿も素敵でした。
　宍道校生の底力、みたいなものを感じさせてくれました。
　また、観て・聴いてくださった皆さん、ありがとうございました !!!

ゲームコーナー
　昨年からのコロナウイルスの影響で、今年も本校生徒、教職員
のみなさんにお越しいただきました。これまでは園児対応のゲー
ムが主でしたが、今年は少し大人向けに変更し、「スーパーボー
ルすくい」「ダーツ」「シューティングビンゴ」の３種類を実施し
ました。人の波はありましたが常に来場者がいる状態で、楽しそ
うにチャレンジしている姿を見ることができ、とても満足してい
ます。景品も若干豪華にしましたが、やはりお菓子が人気でした。
係の生徒は準備から片付けまで、とてもよく働いてくれスムーズ
に進行できました。中には、分担した時間以外も積極的に活動し
てくれて大変助かりました。来場者の皆さんを含め関わっていた
だいた生徒、先生方ありがとうございました。

美術展示
　美術展示では、美術の授業や定時制・通信制の美術部の活動
で生徒が制作した作品を展示しました。特に美術部の展示にお
いては、今年度は通信制で現在作品制作に励んでいる生徒の作
品が多数展示され、見応えのある展示となりました。会場に来
られた方も、作品を見て数の多さに驚くとともに、絵本の原画
や粘土で作った人形など、多様な作品の鑑賞を楽しんでおられ
ました。また、授業の作品についても、自分が作った作品を見
に来たり、他の人から作品の感想をもらうなどして、作品を通
じて生徒同士で交流する様子も見られました。通信制の美術の
授業作品も図書室前で展示され、普段の授業で頑張っている成
果を発表する良い機会となりました。
　展示に足を運んでくださった皆さん、ありがとうございまし
た！

１人の
お買い上げ金額

10 円 20 円 30 円 40 円 50 円

33 人 18 人 15 人 5 人 ７人

60 円

８人

70 円

4 人 4 人

80 円

3 人 14 人

90 円 100 円以上
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　今年の芸術鑑賞では演劇を観させていただきました。地元で活動されているＹプロジェクトさんをお招きし、「Ｂ・
ＨＡＰＰＹ」を上演していただきました。今回の「Ｂ・ＨＡＰＰＹ」は家族で繰り広げられるコメディ作品でしたが、
家族の絆や様々な人との関係についても考えさせられる内容でした。生徒たちは60分の上演時間中、どっぷりと演
劇にのめり込んで鑑賞していました。上演後生徒に話を聞いてみると「おもしろかった」「舞台がすごかった」など
演劇を楽しんだ様子でした。上演後には舞台に上げていただき、舞台の小道具などを見させていただいた生徒もい
ました。昨年度はコロナの影響で芸術鑑賞も中止になってしまい１年ぶりの芸術鑑賞になりましたが、生徒の心に
残るものになったのではないかと思います。

芸術鑑賞を終えて

９：10 ～開会式
９：30 ～芸術鑑賞「Ｂ・ＨＡＰＰＹ」（劇団Ｙプロジェクト）
11：00 ～自由時間

展　　　示：家庭科、美術、書道、文芸部＆漢字チャレンジ、ＪＲＣ部、金山要害山保存会、１年次ＣＣＰ企業見学
催　し　物：消しゴムはんこ作り、缶バッジ作り、ハーバリウム作り、ビーズアクセサリー作り、ＵＶレジン小物作り、

科学実験教室、フリーマーケット
ゲームコーナー：シューティングビンゴ、ダーツ、スーパーボールすくい
生徒会企画：休憩スポット、スタンプラリー

15：10 ～ステージ発表（カラオケ、楽器演奏、ダンス）、生徒会企画（クイズ大会）
16：10 ～閉会式

第12回碧雲祭　文化祭プログラム
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教育開発部より

令和４年度　生徒会長選挙の実施について（通信制）

【実 施 日】　令和３年12月２日（木）木S18　12：00 ～ 12：30

　　　　　　令和３年12月５日（日）日S18　12：00 ～ 12：30

　　　　　　（隠岐地区は11月28日（日）のSHRで実施）

【会　　場】　大講義室

【実施方法】　立候補者の演説を映像で見た後、投票します。

　　　　　　注）映像は、立候補者の演説を事前に録画したものです。

【そ の 他】　・特別活動１時間（生徒会活動）になります。

　　　　　　・２日は清掃・SHRはありません。

　　　　　　・２日に投票した生徒は、５日は投票することはできません。

　　　　　　・２日に投票し、５日に登校してきた生徒については、309・310教室で合同SHRを実施します。（清掃

はありません）

生徒生活体験発表島根県大会（結果報告）

　去る10月14日（木）、本校武道場を会場として、令和３年度第69回全国高等学校定時制通信制生徒生活体験発表

島根県大会が開催されました。これは島根県内の定時制・通信制高校で学ぶ生徒のみなさんが学校生活に基づいた

体験を中心に、高校に入学するまでのことや学習体験・生活体験から得たことをまとめて発表するものです。当日

は県内の定時制・通信制各校からの発表者８名が、自分の過去のことや現在の学校生活や将来などについて堂々と

語りました。宍道高校からは定時制３年次藤原有希さん、４年次中西瑠奈さんの２名が出場し、審査の結果、中西

さんの「春の光」が見事、２位入賞を果たしました。昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

小規模開催となりました。また今年度は通信制からの参加はありませんでしたが、来年度は是非、参加をお待ちし

ています。
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進路部より

フリーターで大丈夫??

　一概に、フリーターはダメというわけではありません。フリーターのメリット・デメリットは他にもいろいろ

あるので、本やインターネットで調べてみると良いでしょう。もしも正社員を目指すのであれば、高校卒業のと

きが大きなチャンスです。担任の先生や進路の先生によく相談してください。

　フリーターは、同じ仕事をしている限り、勤務年数に応じて基本給がどんどん増えていくことはありません。

ほとんどの場合、ボーナスや退職金もありません。厚労省の発表によると、25歳から29歳の平均年収は、正社員

の約350万円に対して、フリーターは約150万円です。生涯賃金は、ずーっと正社員だった人の平均が２億円

以上であるのに対し、ずーっとフリーターの人の平均は約６千万円です。また、老後にもらえるお金も、何千万

円も違ってきます。

　フリーターは正社員と比べ、気楽で自由に働けるというメリットがあります。また、時給も正社員の

初任給と比べるとそれほど違いません。フリーターで十分なのでは？

フリーターの何が問題なの？

◆収入面で…

○フリーターのメリット！？
　・好きな時間に働ける
　・自由に仕事が変えられる
　・責任がそれほど重くない
　・気楽である

○フリーターのデメリット！？
　・給料がほとんど上がらない
　　　→正社員との生涯賃金差は“１億円以上”
　　　→ボーナスや退職金もない
　・失業保険はなく、健康保険は自分で管理が必要
　・有給休暇などがない

0 0.5 1 1.5 2 2.5

フリーター

正社員

億円

正社員とフリーターの生涯賃金

2億円以上

約6千万円
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ホントに辞めてしまってもいい？
　下記の表は、高卒生の卒業後３年以内の離職率の推移です。３年以内に退職してしまう人の割合は実に40％を超

えています。本当に継続が難しい場合は退職する方がよい場合もあります。しかしみなさんが思うよりも早期に離職

してしまうことは自分の将来にデメリットとして影響を与えます。そのことを理解して、よりよい就職活動につなげ

ましょう！　　　

１．仕事が自分に合わない、つまらない　  39.1％

２．賃金や労働時間等の条件が良くない　  32.6％

３．人間関係がよくない　　　　　　 　　 28.3％

４．他にやりたいことがあったから　　　  19.6％

５．会社に将来性がないと思った。　　　  15.2％

早期離職のデメリット
◎経験のない「中途」になる

　新卒は仕事のスキルや経験がないのは当然ですが、新卒でなくなった瞬間に職務経歴やスキル、経験が問

われやすくなります。たった１、２年の経験値やスキルは社会では通用しません。極端なことを言うと「経

験値もスキルもない中途」の扱いになってしまうのです。

◎会社は早期離職した人を採用したがらない

　会社は早期に退職した経験を持つ人に対して「すぐに辞めてしまう人」というイメージをもちます。多く

の費用と時間をかけて採用活動をしている会社にとって、早期退職は大きなデメリットとなります。そのた

め「すぐに辞めてしまいそうな人」は採用をしたがりません。

　離職理由のほとんどが、就職活動の段階で回避できる事なのかもしれません。自分が何がしたいのかも、

その会社がどういう会社なのかもわからないまま内定をもらって入社し、その結果「採用のミスマッチ」が

起こっていると想像することができます。頑張って就職活動をしたにも関わらず、楽しさを見いだせずに早

い段階で離職してしまうのはとても勿体ないことです。そうならないためにも就職活動の段階でしっかり自

分と向き合うことや、興味をもって情報収集することが大切です。

　働くのは自分自身です。「先生や親に勧められたから」だけでなく最終的には自分の意志で進路を決められ

るよう、自分自身としっかりと向き合って就職活動をしましょう！

出典）厚生労働省「学歴別卒業後 3年以内離職率の推移」

主な1年以内の離職理由

出典）厚生労働省の「若者の職業生活に関する実態調査」

３年以内の離職率：約40％
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令和３年度 第２回 教科書・学習書代金の返還制度について（ご案内）

　今年度の教科書・学習書を２科目以上有償で購入（お金を出して購入）した人で、下の申請条件を満たしている

人は、以下１～ ６の書類を提出し、認められれば支払った金額が返還（口座振込）されます。

　１．２．４．６．は本校所定の用紙です。３．５．は請求者が各自で準備してください。

　（年度当初の申請書類とは様式が異なります。用紙請求する人は、担任に申し出てください。）

１．通信制高等学校教科書・学習書給与申請書（本校所定の用紙）

２．在職証明書（本校所定の用紙）

　　＊正職員の人とパート又はアルバイトの人、自営業の人とで様式が違います。

　　＊１年間以上の勤務（予定含む）が確認できること。

３．教科書等購入申込書（本人控え）←なくしている場合は申請できません。

４．口座振替申出書（本校所定の用紙）

５．通帳のコピー（口座番号、カタカナの名義が確認できるページ）

　  ＊山陰合同銀行は、表紙（口座番号）と表紙を開いた最初のページ（カタカナの名義）が必要です

６．委任状（本校所定の用紙）←口座が本人名義でない場合（保護者の場合等）のみ提出

教務部より

条　件　１　必要な単位を修得していること

120#### ～ 190####の生徒 合計修得単位28単位以上で、昨年度14単位以上修得
200####の生徒（昨年度入学生） 昨年度14単位以上修得
200#5##の生徒（昨年度後期入学生）昨年度後期＋今年度前期＝14単位以上修得
210####の生徒（今年度入学生） 単位の制限なし

条　件　２　次のいずれかに該当していること
　　　　　　①定職に就いている（１年間で90日以上勤務予定）
　　　　　　　（ア）事業所に勤務している　　（イ）自営業等に従事している
　　　　　　②パート・アルバイトの職に就いている（１年間で90日以上勤務予定）

申請条件

○返還を申請する人は、必要な書類をそろえて、担任に提出してください。

○代金の返還は、例年、年末又は年度末となります。振り込み予定については、担任を通じて連絡します。

 第2回申請書類提出締切 １２月１６日（木） １7:00 



碧　雲　通　信

（11）

2021年11月号（第104号）

島 根 県 立 宍 道 高 等 学 校 ホ ー ム ペ ー ジ URL　
https://www.shinji-h.ed.jp/

荒天時のスクーリングと安全確保について

保健相談部より

スクールカウンセラー（SC）の来校日程【11月12月】（予定）
　スクールカウンセラー荒川ゆかり先生の来校日程をお知らせします。生徒のみなさんだけでなく保護者様
のご相談にも応じてくださいます（予約制）。ご希望の方は、担任またはSC担当（佐々木）までご連絡く
ださい。その際には「ルーム・生徒氏名・スクールカウンセラーとの相談を希望したい」とお伝えください。
予約状況をお知らせします。　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※学校代表番号（0852）66－ 7577

※来校日程は次のとおりです。　• 11月は全て予約で終了しました。　　
12月：１日（水）（13：15～14：00以外）・６日（月）・20日（月）
時間 11：15～15：00（変更する場合もあります）

通信制第２回大掃除について（予定）
　後期スクーリング最終日の 12 月 19 日（日）【日 S20】に大掃除を実施します。各 SHR のクラスに 3 限終了後に集
合して下さい。普段見逃しがちなところの掃除をお願いします。教室の環境を整えます。そして、終了後に SHR を
行います。

１．荒天時等の安全を確保するため、次の場合はスクーリング会場（本校、隠岐）を臨時休校します。
　　臨時休校の情報は、学校ホームページや一斉メール送信でお伝えします。　

　○ニュース等で、スクーリング会場地域に特別警報または警戒レベル４以上の避難情報が発令されている場合
　　・特別警報が発令された場合は直ちに命を守る行動をとってください。
　　・警戒レベル４以上の避難情報が発令された場合は危険が迫っています。すみやかに避難してください。

２．荒天時等の安全を確保するため、次の場合は登校やスクーリングへの出席を自粛してください。 

　○スクーリング会場地域に大雨警報、暴風警報もしくは大雪警報等が発令中の場合。
　○開始時刻頃、大雨警報・暴風警報・大雪警報等が発令されると予想される場合。
　○台風や大雪等の影響により会場周辺において交通が遮断され登校が困難な場合。
　○台風接近や大雪等の影響で帰宅が困難になると予想される場合。

　集中豪雨、台風、大雪等の影響により会場周辺の交通遮断等、登校が困難となっている、またはその不安がある
場合は登校しないでください。自身の安全を優先し自宅待機・自宅学習をしてください。天候が好転するなどして
登校する場合は、河川の増水、土砂崩れ等に気をつけ、各自の判断で危険を回避し、十分安全を確認・確保して登
校してください。

　臨時休校等の情報は、学校のホームページや一斉メール送信でお伝えしますので確認してください。
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校 長 室 よ り校 長 室 よ り

　今年の10月は、残暑から肌寒さを感じる雨へと一気に移り変わり、晴れた心地よい日和はどこへいった

の？と言いたくなるような毎日でした。そんななかでしたが、風は冷たいながらも青空がのぞくという天

候に恵まれて第12回学園祭が行われました。今年もコロナ禍のため、生徒と教職員のみで行う碧雲祭です。

しかし、昨年は中止となった芸術鑑賞、さまざまな種類の体験教室と、内容は一層充実していたように思

います。

　今年の碧雲祭のテーマは「ＲＩＮＧ～人と人がつながる碧雲祭～」でした。オンラインで人とつながる

ことは増えましたが、画面越しでは相手を生身の存在として確かに感じられず、もどかしく思うことがあ

ります。そのなかで、学習時間の異なる定時制の人たち、加えて40名弱の通信制の人たちが同じ時間、同

じ空間に集まって学園祭を楽しんだというのは貴重な経験になったと思います。同じ一つの目標にむかっ

て協力したことが、今後新たな人とのつながりにつながっていくのではないでしょうか。

　今年の碧雲祭では、近隣のお店にブラジル料理やパンを販売してもらいました。どちらも初めての出店

でしたが、ブラジル料理店は本校保護者の方のつながりでご縁ができ、パン屋さんは「メイシコウカン　

宍チャレ」で本校教員が出会ったことがきっかけでした。「宍チャレ」とは本校卒業生が、宍道町の方と

宍道高生をつなげたいという思いで企画してくれた名刺交換会です。ある日の一回の出会いがこのように

確かなつながりという線になっていくありがたさを思います。

　学園祭は終わりましたが、そこで生まれたつながりが学校生活を豊かにしてくれることを願っています。

　コロナ禍も２年目が終わりに近づき「with コロナ」に慣れた感はありますが油断は禁物、感染症対策を引き続き

行って新しい年を迎えましょう。

　さて、先日テレビを見ていたら「小鳥の鳴き声は言語」であることを突き止めた若い研究者をとりあげていました。

シジュウカラは天敵のヘビを見つけると「ジャージャー」、タカを見つけると「ヒーヒー」と鳴き、さらに鳴き声に

文法があることもわかってきたそうです。

　自分が不思議に思ったことに興味をいだく “ 知的好奇心 ” は、ごく普通の生活をしている私たちも持つことができ

ます。自戒を込めて、寒さに負けず様々なことに興味を持ち、脳の活性化につなげましょう。

編 ―集 ―後 ―記




