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最終下校

主な予定

前期

後期

行事や下校時刻，部活動等は予定
です。感染症対策などにより，変更
する場合もあります。変更する場合
はもう一度行事予定を配布します。
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ワクワクあふれる義務教育学校

新型コロナウイルス
感染症対策について
のお礼とお願い
令和４年に入ってもオミク
ロン株による新型コロナウイ
ルス感染症の流行が収まらず，
岐阜県においても国のまん延
防止等重点措置が延長される
など，学校の教育活動を継続し
ていくには大変厳しい環境で
した。そんな中，毎日の検温や
健康観察カードの記入や学級
閉鎖の実施等，学校における感
染症対策についてご理解とご
協力をいただき誠にありがと
うございました。これからも
「学校における感染防止の一
層の徹底」「学校教育活動の継
続」「感染リスクの高い活動の
回避」「部活動における対応」
などに取り組んでいきますの
でよろしくお願いいたします。
～保護者の皆様へのお願い～
・春休み中も毎日の検温と「健
康観察カード」の記入と確認を
お願いいたします。
・春休み中に，児童生徒やご家
族が抗原検査や PCR 検査を受
検することになった場合は学
校までご連絡をお願いします。
学校：TEL (05769)6-1366
学校携帯：
TEL 090-7211-4988 (前期課程)
TEL 090-7211-4415（後期課程）
※夜間及び土，日は学校携帯への
連絡をお願いいたします。

３日(火)憲法記念日
４日(水)みどりの日
５日(木)こどもの日
９日(月)学園集会
１２日(木)心電図１・４・７年
１９日(木)尿検査（一次）
２１日(土)PTA リサイクル活動
３０日(月)学費口座振替日

ひとりだち

自立・共生・貢献

白川郷学園だより 年度末号
令和４年 ３月２５日
ホームページ
http://school.shirakawa-go-org
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悠久の時を静かに刻み、文化香るここ白川郷に降り積もった
たくさんの雪も、雪解け水へと姿を変える季節となりました。

名
前

この佳き日に、白川村村長 成原 茂様、教育長 宮丸和之様
をはじめ、ご来賓の皆様のご臨席を賜り、義務教育学校 白川郷
学園の卒業証書授与式を挙行出来ますことを、誠に有り難く存じ
ます。高い席からではありますが、心より御礼申し上げます。ま
茂住さんの書入りの卒業証書
た、本日は新型コロナウイルス感染症対策のため、例年ならばご
臨席を賜っている方々や本校の PTA の方々におかれましてはオンラインによるご出席やご視聴をお願い致しまし
たところ、多数の方に出席・視聴して頂いております。本当に有り難うございます。
１７名の卒業生の皆さん、たった今、ひとり一人、全員に卒業証書を手渡しました。御卒業、本当におめでとう
ございます。
あなた達が白川郷学園で過ごす最後の２年間は、コロナウイルス感染症との戦いの連続でした。しかし、大人し
くコロナに従って縮小して…などというスタンスではなく、
「とにかく挑戦する」というスタンスを「誇り」をもっ
て貫き通してくれました。
工夫を凝らした「体育大会」。構想を練り、改善を加えアクティブな活動を豊富に盛り込んだ「研修旅行」。さら
に「下級生達との授業交流」や「結クラス希望献立」は圧巻でした。コロナ禍を吹き飛ばし、ピンチをチャンスに
変えて新しい取り組みを積み重ねていったその姿は、まさに「令和３年度卒業生の“誇り”」であり「プライドの塊」
であったと確信しています。コロナという試練が、逆にあなた達を鍛え・加速させたということからすれば、これ
から起こりうるすべての試練はあなた達をより大きく成長させ、加速させることでしょう。私は未来のその姿が楽
しみでなりません。是非、それぞれのステージで暴れまくって下さい。いつまでも応援しています。
さて。保護者の皆様、お子様のご卒業、本当におめでとうございます。義務教育９年間の中で、めまぐるしく変
化する社会情勢、また、多感な思春期を家族として過ごされる中で悩んだり不安に思われたりしたこともあったこ
とでしょう。また、
「今朝は一体どうなんだろう…」と、その日その日の子どもの様子を気遣われた方もおみえにな
ったと思います。それは、私たち教職員も同じでした。しかし、一番辛く苦しく、もがき苦しみ、戦っていたのは
その時その時の子ども達だったのではないでしょうか。そんなお子様方お一人お一人を十分に支え導くことができ
たのだろうかと自問する私たちがいます。しかし、今日、こうして全員で立派に卒業式を迎えることができたとい
う「事実」は、間違いなく私たちにとっても「幸せ」であり「勇気」であり「誇り」です！ 今日は、ご家族の方々
と一緒に、素直に、喜びを噛みしめさせて下さい。本日は本当におめでとうございました。
最後に卒業生の皆さん。村長さんや教育長さんや事務局長さんを始め沢山の村の方々が尽力して実現して下さっ
た「ヘリコプターによる村内遊覧飛行」。白川村を上空から一望したあの風景は壮大でしたね。また、乾先生の熱意
に心を動かされた、かの茂住菁邨（もずみせいそん）さんが、あなた達一人一人に思いを込めて贈って下さった力
強い「誇り」の書。その重み、ずっしりと感じたことでしょう。そして、この卒業式の会場の風景。何とか「卒業
生・在校生・来賓の方・保護者の方・教職員 そしてオンライン参加者」の全員が対面し、空気を共有する状態の会
場を設定しようと、先生たち全員で、何度も練り直して設営しました。こんな卒業式、どこにもない無二の卒業式
だったと思います。
どれも、あなたたちの「ひとりだち」に向けての最高のプレゼントとして、生涯にわたって忘れられない宝物と
して、皆さんの心に刻み込まれたことでしょう。すべての方に「感謝」ですね。
♪ああ ここ白川郷こそ 我が故郷
私たちの校歌は、白川郷が単なる「故郷」なのではなく、白川郷“こそ”
が、私たちにとって無二の故郷であることを謳（うた）っています。「感
謝」と「強い決意」を胸に、今、ひとりだちしていくあなた達に「幸多か
れ！」と心から願い、式辞と致します。
令和四年三月七日
白川村立白川郷学園
校長 大坪 稔
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３月７日に令和３年度卒業証書授与式を挙行いたしました。本年度
も新型コロナウイルス感染症を予防するため，来賓の方々や参加児童生徒
の会場への入場制限を行ったり，合唱動画を作成して当日流すなどの工夫
を行いました。また，少しでも多くの方々に卒業式の様子を参観していた
だけるように式の様子を YouTube ライブにて限定配信をさせていただき
ました。式への参加ならびに，多くの方々にご参観いただき誠にありがと
うございました。
当日は卒業生１７名全員が卒業式会場に集い，校長より卒業証書を授与
され，大変頼もしく立派に成長した姿で学園を巣立っていきました。これ
からも，一人一人の将来の夢の実現に向け着実に歩んでいきましょう。

＜在校生送辞＞抜粋 在校生代表 8 年 田中萬里
白川郷に受け継がれてきた「結」の精神。先輩方は、全校の「幸せ」を考え、
一人一人の考えを大切にし、私たちの心をつないでくださいました。また、
「結
クラス希望献立」や「結クラス発表」
、
「授業交流」など、既存の活動にとらわ
れない発想力で、全校が楽しめる活動を創造し、学園に活気をもたらしてくだ
さいました。
「幸せ」の具現に向けて、いくつもの活動を展開された先輩方の
姿が、私たちの心に残っています。
後期課程の「みがき」では、従来の五教科の学習にとらわれない新しい「み
がき」を提案してくださいました。自分の興味のあることに没頭し、とこと
ん調べたり、検証したりすることで、価値のある学びにつながったと思いま
す。
「やらされていた」みがきが、
「自分から学びたい」みがきに変わり、ま
さに「自分を磨く」時間となりました。
体育大会では、
「日常をきちんとできないまま臨んでも、いい体育大会はつくれない。普段の姿が行事
での姿に映ってしまう。
」と伝えてくれた先輩の言葉が心に残っています。
「挨拶と時間」にこだわりをも
ち、全校で一丸となって高め合うことができました。本番までの営みを大切にし、日常生活でも勝利を掴
もうと全力で取り組む先輩方の姿があったからこそ、私たちも全力でついていこうと思えたのです。
先輩方の姿からは、
「学年の枠を超えて互いに支え合い、全校が『幸せ』な学園にしたい」という願いが
伝わってきました。同じ学年の仲間や、後輩を思いやる優しさと温かさ、
「結の心」がたくさん詰まってい
ました。そのおかげで、私たち在校生の心も温かくなり、安心して活動することができました。そして、
たくさんの仲間と関わり、心をつなぐことができました。
私たちは後輩としてこの学び舎でともに生活できたことを心から誇りに、そして「幸せ」に思います。
これまで本当にありがとうございました。みなさんのご健康とご活躍を祈念して、在校生代表の送辞とさ
せていただきます。

＜卒業生答辞＞抜粋
卒業生代表：髙橋
碧・山田 泰輔
山田 泰輔
自分達らしさ。それを私たちは大事にして、今まで過ごしてきました。少しう
るさく、やんちゃで、元気すぎた前期課程の頃。後期になったらなったで、向か
う方向がなかなか一つにならない。一見自分勝手な振る舞いが目立っていたのか
もしれません。でも、その内には、仲間を想う心も持っていました。だから、私
たちは「全員で」を大事にすることができたのだと思います。
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毎日の授業に始まり、合唱や体育大会、結クラスの行事、そして研修
旅行。一人一人が自分の役割に責任をもち、活躍できるように、お互い
にコミュニケーションを取り合ってきました。しかし、うまくいかなか
ったことの方が多いと言っても過言ではありません。お互いの思いが伝
わらず、クラスとしてまとまることができず、辛く悲しい思いや、悔し
い思いをたくさんしてきました。それは、自分たちらしさを大切にし、
それぞれが違う輝き方をしてきたからです。
数々の苦難にぶつかってきた僕たちですが、それを乗り越えることができた裏には、友の存在があ
ります。そして、その友との時間が、かけがえのないものになったのは、先生方、地域の方、後輩の
みんな、両親の支えがあったからこそです。今まで支えてくださった、たくさんの方々には、感謝の
気持ちでいっぱいです。
学園の先生方。私たちの幼く身勝手な言動ですら、一つ一つを受け止め、あたたかくサポートして
くださいました。私たちの個性を理解し、どんな時でも真摯に向き合ってくださいました。先生方お
一人お一人の存在無くして今の 9 年生はありません。
地域の皆さん。顔を合わせると声をかけてくださり、そのたびに心が温かくなりました。教育環境
の整備をはじめ、多くの場面で支えていただきました。私たちがやりたいことを大切にして、応援し
てくださったおかげで、のびのびと成長することができました。ヘリコプターから見たふるさとの景
色は、一生忘れられない宝物です。
そして、どんな時でも、私たちを温かく見守ってくれた家族。時にぶつかることもありましたが、
家族の存在のおかげでここまでこられました。家族の温かさに、いつも安心していました。
「ひとりだ
ち」と言いながらも、まだまだ頼ることになります。私たちのさらなる成長を、これからも一番近く
で見守っていてください。
今日、この白川郷学園を卒業する私たち 9 年生には、「優等生」、「お手本」だとかいう言葉はふ
さわしくないかもしれません。でも、そんな私たちでも、今、確かな誇りをもっています。なぜな
ら、一見バラバラに見えても、一人一人が強い輝きを発していたからこそ、その輝きの集合は美し
い銀河となっていたからです。私たちは、全員でつながって、一つになれているのです。
これから私たちは一人一人違う進路を歩みます。今まで築き上げてき
た「誇り」を胸に、夢に向かって邁進します。きっと私たちの行く手に
は、これからも、辛いことや、苦しいこともあるでしょう。しかし、私た
ちなら乗り越えられる。そう信じています。だって卒業しても、僕らは
もう 1 人じゃないから。
今日、卒業を迎えられて、本当に「幸せ」です。すべてのことにありが
とう。

☆体にいい給食部門：
９班 栄養いっぱい！ コロナに負けるな！給食
☆ユニバーサルデザイン給食部門：
１班 白川村大好き！ ふるさと給食 結っ子賞
☆グローバル給食部門：
５班 見て，食べて楽しむ韓国料理

結っ子賞

結っ子賞

白川郷学園初の試みである結
クラス給食の表彰を行いまし
た。結クラス給食は，コロナ禍
でも充実した結クラス活動（縦
割り活動）をしたいという９年
生の願いから生まれた活動で
す。結クラスごとに各部門の希
望献立をつくり，栄養教諭の川
原先生の努力により実現したも
のです。コロナのピンチをチャ
ンスに変えた取組でした。

