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島根県立宍道高等学校長　
村　松　洋　子

式　　辞
令和４年３月13日

　明るい日差しが降り注ぎ、吹く風も春の到来を感じ

させるころとなりました。

　本日、島根県高等学校定時制・通信制教育振興会会長　

成相安信様をはじめ、多くのご来賓の皆さまにご臨席

いただき、卒業証書授与式が挙行できますことは、教

職員一同にとって、誠に大きな喜びでございます。ご

多用のなか、ご臨席を賜りましたご来賓の皆さまには、

高段からではございますが、厚く御礼申し上げます。

　さて、卒業生の皆さん、卒業おめでとうございます。

定時制課程31名、通信制課程121名の皆さんが卒業証

書を手にされました。改めて入学からの道のりを振り

返ってみて、いかがでしょうか。

　最初は人とうまく話せなかったり、毎日登校できる

か不安だったりしたかもしれません。通信制課程の場

合は、仕事やアルバイトに追われて学習の時間がうま

く確保できなかったこともあったかと思います。しか

し今では、計画的に時間を使う習慣が身についたり、

お互いに心地よい人間関係を築いたりすることができ

るようになったのではないでしょうか。

　卒業生の皆さんが入学以来歩んでこられた道のりは、

言ってみれば、毎日の学校生活の中で「挑戦」を繰り

返してきた過程であったと思います。生活リズムを一

定にして休まず登校すること、自分の思いを言葉にし

て人に伝えること、自分の適性や強みを見いだして進

路目標を定めることなど、入学前には苦手としていた

ことに挑戦することで、社会へ巣立つための力を身に

つけてこられました。

　今年度の定時制通信制生徒生活体験発表県大会では、

本校代表として発表してくれた中西瑠奈さんが、「自分

の成長を知って気づいたのは、春が来るのをただ待つ

のではなく、自分から花を咲かせようとする力こそが

大事なのだということでした」と語っていました。こ

の「自分から花を咲かせようとする力」こそ、日々の

挑戦を通して得た力だと思いますし、また、これから

の皆さんの歩みを支えてくれるものともなるでしょう。

　また、挑戦を続けるには、日々見守ったり支えたり

してくれた家族や友達の存在を忘れるわけにはいきま

せん。悩んだりくじけそうになったりした自分を、周

囲の人が温かく支え、再び歩き出す力を引きだしてく

れたこともあったと思います。

　本校の初代校長は、生徒の皆さんが本校で学んだこ

とで『自分の能力を発見し、他者を敬愛する心を育て、

自分自身を律することができる立派な社会人となるこ

と』を目指してきたと述べています。

　連日、戦火や感染症のニュースが流れてくる現在の

日本や世界の状況ですが、そのような社会に生きてい

く者として、皆さんには、自分と多様な他者とをとも

に大切にし、互いの異なるよさを認め合い、それを原

動力として新たな価値を生み出していくことを期待し

ています。それが個人の幸せと社会の成長につながっ

ていくことでしょう。

　高校での学びは、卒業をゴールとするものではなく、

一人ひとりのこれからの人生を豊かで幸せなものとす

るためにあります。皆さんがそれぞれに、本校で得た

力を糧に、次のステージを力強く歩んでいかれること、

そしてその日々が充実したものとなることを心より

願っております。

　最後になりましたが、保護者、ご家族の皆さまに、

心からお慶びと、これまで本校教育に深いご理解と温

かいご支援をいただきましたことへの感謝を申し上げ

るとともに、卒業生の皆さんの今後のご多幸を祈念し、

式辞といたします。
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　振興会を代表して一言お祝を申し述べさせて頂きます。
　寒さもすっかりやわらぎ、うきうきするような柔らか
な春の訪れを感じさせてくれる時候となりました。桜の
開花も間近です。
　この良き日に、卒業式を迎えられた卒業生の皆さん、
本日のご卒業おめでとうございます。そして、ご家族の
皆様にも心からお喜びとお祝いを申し上げます。
　昨年来の新型コロナ感染症拡大で、窮屈な社会生活を
強いられてきていますが、本日の卒業式にはＦＴＡの皆
様をはじめ、沢山のご来賓の方々のご臨席を仰ぎ、挙行
されました。何かとお気遣いを頂く中で実施して頂いた
諸先生方のご配慮に、心から感謝を申し上げます。
　さて、卒業生の皆さんは、一人ひとりの人生の中で今
日ほどまぶしく光り輝いているときはないのではないで
しょうか？入学する時、それまで歩んできた道も、そし
て、年齢もそれぞれで、入学の動機もまちまちでした。
しかし、高校を卒業しようという決意は、みんな共通し
ていました。そして、本日その目標は見事に達せられ、
思いが叶ったのです。皆さんを陰ながら応援し、見守っ
て参りました私達振興会にとって、これほど皆さんのこ
とを誇らしく、また嬉しく思う事はありません。
　一言で定時制・通信制で学ぶと言っても、「自ら考え、
自ら学ぶ」という学びの形態はそう易々とできる事では
ありません。恐らく勉強が分からなくなって、あるいは、
面倒になって投げ出したことや、もう学校をやめようか
と思ったことが何度もあったのではないでしょうか。ス
ランプに陥って学校に行けなかった事もあったかもしれ
ません。そんな時、例えば家族や友人が相談に乗ってく
れたり、あるいは朱色で添削されて返ってきたレポート
用紙に、先生からの温かい励ましの言葉が一筆添えられ
ていて、勇気を貰う事も多々あったに違いありません。
　しかし、そうした困難にも打ち勝ち、見事「卒業の栄
冠」を勝ち取った皆さんに、「本当に諦めずに良く頑張り
ました、底力を見せてくれました」と敬意と賛辞を贈り
たいと思います。
　一昨年は本校開校10周年をめでたく迎え、さらに歩み
を進めようとした矢先、コロナ感染で「全国スポーツ大
会」や「生活体験発表大会」の全国大会をはじめ、多く
の体育・文化活動の県レベルの大会も自粛となったのは
本当に気の毒でした。しかし、聞き及ぶところだと学校
内の諸行事は皆さんが意欲的に取り組まれ、実りの多い

ものだったと高く評価されています。私も昨年10月開催
された「生活体験発表大会」に出席させて頂き、いつも
ながら共感と感動を呼ぶ発表に、皆さんが学校生活を楽
しみ、意欲的に活動しておられる事に意を強く致しまし
た。まさに皆さんは12年目となる本校の歴史に新たな足
跡を刻み、新たな一頁を加えて頂いたものと思います。
本当にありがとうございます。
　ウクライナでは全く信じられないようなロシアによる
侵略で、多くの無辜の人々が戦火に晒され、肉親や友を
失い住み慣れた郷土が破壊され難民となって流浪し苦し
みの中にいます。一日も早い戦争の終結を願うものです。
皆さんがこれから生きていく時代は、不安定化する国際
社会の中で平和が理想や善意だけで叶えられるものでは
ないのだと肝に銘じておかねばなりません。一方国内や
地域に目を転じれば、少子高齢化が一層進行し、加えて
高速大容量の５Ｇを基盤として「情報通信技術」が浸透
するデジタル社会へ向かおうとしています。また環境問
題は脱炭素社会「カーボンニュートラル」へと舵を切り、
社会・経済は大きく変貌し姿・形を変えていこうとして
います。皆さんは社会の新たな担い手として自分が属す
る人々のために、あるいは地域や社会のために何ができ
るか考えて行動し、周囲の皆さんの期待に応えていって
頼りにされる存在になって頂ければと思います。また、
変化する時代の流れに対応力を身につけるべく、自分を
さらに高める新たな挑戦をし続けていこうと思っておら
れる方も多いのではないでしょうか。これからを生きる
皆さんは多くの可能性を持っています。沢山の喜び幸せ
もあれば、大きな壁や困難にも直面する事もあるでしょ
うが、宍道高校で学んだ事とここでやり遂げた自分に自
信と誇りを持って、力強く前進して行って下さるよう私
達も応援しております。
　最後に卒業生の皆さん、ご家族、友人、諸先生や宍道
高校の事、今日まで皆さんを支えてくれた多くの方々に
感謝し、忘れないで頂きたいと思います。そして、今な
お学び続ける後輩の皆さんにとって皆さんは良き目標、
道標であります。彼らに今度は皆さんが励まし応援して
下さるようお願いしたいと思います。これからの皆さん
の人生が健康で幸多いものでありますよう、そして一層
のご活躍を心からお祈り申し上げて、祝辞とさせて頂き
ます。

島根県定時制・通信制教育振興会々長
成　相　安　信

祝　　辞
令和４年３月13日
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在校生代表　古　川　　　蒼

送　　辞

　冬の寒さも和らぎ、春の訪れを感じられる季節となり

ました。

　この良き日に、高校生活を終え、それぞれの道へ向

かって新たな一歩を踏み出す 152 名の皆様、ご卒業おめ

でとうございます。在校生一同、心よりお祝い申し上げ

ます。

　今、卒業の時を迎え、皆さんはどのような気持ちで

しょうか。宍道高校での様々な思い出と、これから始ま

る新しい日々への期待と不安が混在する複雑な気持ち

でしょうか。

　通信制課程の卒業生の皆様。通信制の皆様は、自ら計

画を立て、スクーリングに参加したり、レポートを作成

したり、まさに自律した学びをこの宍道高校で実践して

こられました。自分の力で学習をすすめるということは

簡単なことではありません。私たちが知らないところ、

見えないところで、たくさんの努力をしてこられたので

はないでしょうか。

　定時制課程の皆様。定時制の皆様は、毎日学校に通い、

90 分という長い授業で、日々、さまざまなことを学ん

でこられました。授業では、いわゆる教科書の学習だけ

ではなく、人との関わり合い方や、人生の歩み方など、

これから生きていく上で、とても大切なことを学ばれた

のではないでしょうか。

　普段の学校生活では、あまり接点のない通信制課程と

定時制課程ですが、時には、多目的ホールで一緒になり、

また、部活動や学校行事では、同じ宍道高校生として、

互いに協力し、活動してきました。特にその団結が見ら

れたのが学園祭です。学園祭を良いものにしようと、各

コーナーの担当者がアイデアを出し合い、遅くまで残っ

て準備をされていました。皆様が、活動を引っ張って

くださったおかげで、コロナ禍の制約はあったものの、

今年度も素晴らしい学園祭となりました。

　私事になりますが、私は４年での卒業を目指し、現

在定時制の３年次生です。卒業される皆さんの中には、

私と同じ年に入学した仲間もいます。１、２年次の頃は、

ＬＨＲやＣＣＰでともに活動し、学校行事にも一緒に参

加した仲間です。同じ時をともに過ごした仲間たちが、

一足先に、この宍道高校を卒業してしまうのは、とても

寂しいですが、皆さんと過ごした日々を胸に、残りの学

校生活に励んでいこうと思います。

　皆さんとの思い出は、ここでは語り尽くすことができ

ないほどたくさんあります。そして、同じくらいたくさ

んのものを、皆さんは、この宍道高校で築き上げ、私た

ちに残してくださいました。私たちは、それらを受け

継ぎ、大切にしながら、さらに素敵な宍道高校をつくっ

ていきたいと思います。

　卒業式が終われば、皆さんは、それぞれが選んだ新

しい道を進んで行かれます。希望いっぱいの道ですが、

時には、つらい現実が待っていることもあるかと思いま

す。そのような時には、宍道高校での日々を思い出して

ください。個性豊かな仲間たちや、温かい先生方ととも

に過ごした日々の経験、苦しいことを何度も乗り越えな

がら日々積み重ねてきた努力が、皆さんの背中を押して

くれるはずです。

　皆さんが卒業されるのは正直とても寂しいですが、皆

さんの今後のご活躍を、在校生一同、心から応援してい

ます。今日まで、宍道高校を支えていただき、本当にあ

りがとうございました。

　最後になりましたが、卒業生の皆さんのご健康と輝き

に満ちた未来が訪れることを祈念し、送辞といたしま

す。

令和４年３月13日

688096
鉛筆
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卒業生代表　足　立　果桜里

答　　辞

　ひと雨ごとに桜の蕾が色づき、宍道湖の鳥たちが春を

喜ぶ季節となりました。

　本日は私たち卒業生のためにこのような盛大な式を

挙行していただき、卒業生一同、心より御礼申し上げま

す。

　また、先ほどは校長先生をはじめ、ご来賓の方、在校

生代表の方からの温かい祝福と励ましのお言葉をいた

だき、身の引き締まる思いです。

　長いようで、短い高校生活。

　今日、卒業式を迎えた皆さんは、それぞれどのような

日々を送られたのでしょうか。

　私の思い出のひとつには、文芸部での活動がありま

す。通信制の私は昨年、卒業予定生となり、何か最後

に思い出を作りたいと感じて、文芸部に所属しました。

文芸部は主に個人で作品の制作をしており、私は顧問の

嘉藤先生と相談しながら、高文連への出品を目標に活動

を始めました。

　私はそれまで自分の創作物を他者に見てもらう機会

があまりなく、文芸部の先生や仲間からの意見はどれも

新鮮でした。制作過程では苦労することもありました

が、コンクールでは最終的に、詩や短歌の部門で賞をい

ただくという良い結果を残すことができ、非常に嬉しく

思いました。

　学園祭でも生徒みんなで作品の展示を行うなど、楽し

かった日々はあっという間に過ぎていきました。昨年の

春に文芸部に入ってみようと行動を起こさなければ、こ

のような素晴らしい経験を得られないまま、高校生活を

終えていたのでしょう。また、自分一人で抱えていた創

作物を、人の意見を聞きながら俯瞰して眺めることで、

新たな自分を知るきっかけにもなりました。

　在校生の皆さん。挑戦してみたいものがあるのなら、

貴重な高校生活で悔いが残らぬよう、ぜひ様々なことに

チャレンジしてみてください。その挑戦は、きっと皆さ

んにとってかけがえのない宝物となるはずです。

　そして、私たちがこの門出を迎えることができたの

は、先生方、地域の方々、友人、家族の支えがあったか

らに他なりません。

　時には厳しく、そして優しくご指導してくださった先

生方。本当にありがとうございました。先生方にはス

クーリングの指導に加え、毎日たくさんのレポートを添

削していただきました。採点だけでなく応援のメッセー

ジが添えられることもあり、私たちはそんな言葉をいた

だく度に、次も頑張ろう、と前を向けました。感謝の気

持ちでいっぱいです。

　また、私が卒業するまで支えてくれた家族には、伝え

きれないほどのありがとうの言葉を贈ります。進学先で

も勉学に励み、今までの恩返しができるよう精一杯努

力してまいりますので、どうかこれからも温かく見守っ

ていてください。

　さて。卒業生の皆さんの中には、入学式の時に卒業の

ビジョンが上手く描けなかった人もいたかもしれませ

ん。そのような不安を乗り越え、今日、高校卒業という

一つの目標地点の旗を掴んだ私たちは、明日からまた、

次の場所を目指して走り出します。進学する人。就職す

る人。その他、様々な進路を選んだ人。みな道は違えど、

宍道高校での学びを活かして歩んでいきます。そして、

途中で迷ってしまった時には、この丘に吹く爽やかな風

に描いていた夢を振り返って、また少しずつ足を進めて

ゆくのでしょう。

　宍道高校を象徴する『碧雲』の碧という色は、深い

青緑色です。卒業生である私たちはまだ成長の最中で

あり、これからも青く瑞々しい学びの芽を大切に育て、

この校舎から見える天高い空に届くほどの大輪の花を

咲かせられるよう、日々、切磋琢磨してまいります。

　宍道高校で過ごした苦楽の時間には、全てに意味があ

りました。私はそれらを誇りに思い、生涯忘れません。

　最後になりましたが、本日は私たち卒業生の門出を

お祝いしていただき、本当にありがとうございました。

宍道高校の更なるご発展と、在校生の皆さんのご活躍を

心よりお祈りし、答辞といたします。

令和４年３月13日

688096
鉛筆

688096
鉛筆
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教育開発部より

　２月 25 日（金）に令和３年度「まなびのキセキ☆発表会」が開催されました。この発表会は、それぞれの「好き」

や「楽しい」を取り上げ、授業や部活動などのグループ、あるいは個人で自分が考えたりチャレンジしたりしたもの

について色々な人に見たり聞いたりしてもらう発表会です。

　当日は午前と午後に分かれて７グループずつ発表を行い、今年度は通信制からも午後の部に３人が参加をしまし

た。それぞれ、「通信制でも生徒同士の繋がりを作ることが出来るような場をもっと提供したい」と取り組んだ活動

内容や、自分の持つ特性を踏まえた「個性と向き合う」ということの大変さ、大切さ、将来の夢について、また、「宍

道高校のイメージソングを作ってみた」と作詞作曲した曲を披露する、など、それぞれ自分なりにチャレンジしたこ

とや現在に至るまでの軌跡を発表しました。

　今回、通信からの聴講者は残念ながらありませんでしたが、来年度は是非、たくさんの人たちに聞いてもらいたい

発表会となりました。

　尚、今回のまなびのキセキ☆発表会で発表された宍道高校のイメージソング「花と碧」は下記リンクから聴くこと

が出来ます。展示は多目的ホールなどで４月いっぱいまで行われていますので、登校した際は是非ご覧ください。

まなびのキセキ☆発表会報告

まなびのキセキ☆ＨＰ
ＱＲコード
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総務部より

令和４年度　始業式並びに着任式について
日　　時　：　令和４年４月15日（金）　11：30 ～ 12：00　

会　　場　：　島根県立宍道高等学校　体育館

・新着任の先生方をむかえ、新年度のスタートを切ります。できるだけ出席しましょう。

・出席する人は、11：20までに体育館に集合してください。

・着任式・始業式の出席で「特活１時間」です。

・式の終了時に、バーコードシールを回収します。忘れずに持ってきてください。

・なお、感染症の状況を踏まえ内容を変更することもあります。

教務部より

令和４（２０２２）年度　受講手続きについて
４月１０日（日）　場所：宍道高校

※各自体温を測り、必ずマスクを着用の上登校してください。
※熱がある場合は無理をせず欠席し、担任に連絡をして日時を調整してください。

　受講手続きでは、学校徴収金の納入・レポートの受け取り・教科書等の購入があります。必ず出校してく
ださい。（隠岐協力校は別途連絡します）
　受講手続きを行わないと、令和４（2022）年度の学習活動ができません。

　　受付時間
　　　　　　　　５系ルーム　　　　　　　　⇒　９時～10時
　　　　　　　　７系ルーム　　　　　　　　⇒　10時～11時30分
　　　　　　　　６Ａ・６Ｂ・６Ｃ・復活生　⇒　13時～14時30分
　　　　　　　　６Ｄ・６Ｅ・６Ｆ　　　　　⇒　14時30分～15時30分

　　持参するもの　印鑑、黒ボールペン、お金、教科書やレポートを入れる大きな袋（カバン）

※今年度（Ｒ３）のルームごとに異なります。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




