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主な予定
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最終下校
前期

後期

部活

１ 木
現時点での予定です。始業式の日
に、再度、
「４月の予定」を配布させて
いただきます。

2

金

3

土

4

日

5

月 入学式準備(9:00～11:00)（新 8,9 年生）

6

火

7

水 発育測定 通学班集会

8
9

着任式・始業式・入学式 ※給食なし
交通安全指導（学園職員）～９日

木 ＰＴＡ本部役員会
金

11:00

12:00 12:00

×

14:20 15:30

×

1年
13:20
2･3年
15:20
4～6年
16:20
1年
13:20
2～6年
16:20

17:30

〇

17:10 学級の日

10 土

☆

11 日

☆

12 月 第１回学校運営協議会

＜４＞

今年度もＰＴＡ準会員の皆様に
ご負担いただいた準会員費でテン
トを購入させていただきました。誠に
ありがとうございました。
「ＰＴＡ準会員制度の終了につ
いて」（６月末配布）にてお知らせし
ましたように、今年度末をもって、ＰＴ
Ａ準会員制度が終了となります。
長年にわたり、白川郷学園の教
育活動やＰＴＡ活動に対し、多大
なる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。
制度は終了となりますが、学校
だよりの配布や資源リサイクル活動
でのリサイクル品の回収、体育大
会等の行事への参観勧誘を継続
し、つながりを大切にさせていただ
きます。今後も、ご理解とご協力を
お願いいたします。

ひとりだち

ワクワクあふれる義務教育学校

自立・共生・貢献
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令和２年度「卒業証書授与式」式辞
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、早春の柔らかな雨風にふか
れ、雪解け水へと姿を変える季節となりました。
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。高い席ではあり
ますが、心より御礼申し上げます。また、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
賜っている方々におかれましては Zoom によるご出席をお願い致しましたところ、多数の方に出席して頂い
ております。本当に有り難うございます。
さて、十五名の卒業生の皆さん、御卒業おめでとうございます。皆さんが五年生から六年生になるとき本校
は義務教育学校になりました。したがって、通常でいう小学校の卒業式も中学校の入学式も行っていません。
また、卒業アルバムも学園在籍中で一冊という形になったのも皆さん達からです。まさに、義務教育学校への
移行への荒波を乗り越えてきた感があります。しかし、あなた達が乗った船は、常に加速し続けるとんでもな
いエンジンを積んだ船でした。
一番加速したのは八年生の時でしょう。村民学で「白川郷のおやつ ゆいの
わ」の開発を手がけた時から、自らを奮い立たせて活動することの喜びを感じ、

×

その力を磨いてきました。本当にすごいことを成し遂げられましたね。また、

13 火 部活動運営委員会

15:20 16:40
16:20 17:30

〇

新たな修学旅行の行程を自分たちで立案したり、コロナ禍での体育大会を成功

14 水

15:30 15:30

×

15 木 ＰＴＡ全役員会

1～3年
15:20
4～6年
16:20

16 金

16:20 17:10 学級の日

17:30

〇

17 土

☆

18 日

☆

19 月

15:20 16:40

×

20 火

16:20 17:30

〇

21 水

15:30 15:30

×

22 木 学園総会

1～3年
15:20
4～6年
16:20

17:30

〇

１年生を迎える会
23 金 授業参観・ＰＴＡ総会・学級懇談会

14:45 14:45

×

24 土

☆

25 日

☆

26 月 登校ふれあい週間（～30日）

15:20 15:20

×

27 火

16:20 17:30

〇

28 水 村教育会総会 学費口座振替日

12:40 12:40

×

29 木 昭和の日
30 金

☆

16:20 17:10 学級の日

させたり、Zoom による家庭での学び合いを実行するなど、オリジナリティ
３日(月)憲法記念日
４日(火)みどりの日
５日(水)こどもの日
６日(水)振替休日
１０日(月)学園集会
１３日(木)クラブ
１４日(金)３年サバイバル
１８日(火)４年サバイバル
２１日(金)５年サバイバル
心電図検査(1,4,7 年)
２２日(土)PTA 資源リサイクル
２４日(月)登校ふれあい週間
２５日(火)６年サバイバル
２７日(木)全国学力・学習状況調査
２７日(木)～２８日(金)
７年サバイバル
２８日(金)学費口座振替日

溢れる活動を展開してくれました。
そんな中で、私がいつも驚かされたのは、そのプレゼンテーシ
ョン力の高さです。常に相手意識があり、「伝えるにはどうした
らいいんだろう？」「伝えよう、伝えたい、伝われ！」という気
持ちで行っていました。その思いをビンビン感じ、いつも心を動
かされた私が居ました。あなた達が行うことには、いつも「願い」
に基づいた「意義と理由」があり、それを実現するための筋が通
っていました。得てして人間は、自分の思い通りにならないこと
を人のせいにするものです。しかし、あなた達は、常に、「このことを実現するにはどうすればよいか」とい
う視点に立って、あらゆるアプローチをしながら相手の心を動かし、数々の「願い」を実現してきたのです。
まさに「奇跡の軌跡」だと思います。その手法として身につけてきたプレゼンテーション力は、これからのあ
なたたちの大きな武器となることでしょう。
あなた達にとって義務教育の最後の一年間はコロナ禍のタイミングと重なっ
てしまいました。これは不幸だったのでしょうか。不遇だったのでしょうか。ア

【お詫びと訂正】
学校だより３月号において、民生委
員の皆様より「愛の鈴」をいただいた
とお知らせしましたが、正しくは更生
保護女性会の皆様でした。お詫びして
訂正いたします。

ンラッキーだったのでしょうか。このように問いかける あなた達、いや、あなた
達のみならず保護者の方々、地域の方々もいらっしゃるかと思います。友達と肩
を組むことさえ許されない学校生活、一言も喋らずに前を向いて食べる給食、大
会の中止、旅行の変更…。例年ならば行えているはずのことができなかったこと
からすれば、不幸・不遇・アンラッキーという言い方もあるでしょう。しかしながら、
「一人の人間としての
あなた達の成長」を願う者として、この状況を見つめた時、次のように考える私がいます。
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＜２＞

この子達は、
「刻々と失われていく青春の時」を、
「決して取り返すことの
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＜３＞

「保護者学校評価(１２月)」等をもとにした学園の対応について

出来ない時間という流れ」を、ただボーッと生きてきたわけではない！ コ
ロナ禍というある種の「宿命」に対して、我慢し耐え、知恵を絞り出し懸命

保護者の皆様による「学校評価アンケート」（１２月）の数値結果やご意見、学校職員によるグランドデザ
イン会議（１，２月）、学校運営協議会での検討（３月）を受け、来年度以降の学園の対応を検討しましたの
でお知らせいたします。

に立ち向かったという営みは、逆に困難に立ち向かうための力を成長させた
んだ！ また、世の中にある「当たり前」は決して「当たり前」ではないと
いうことを人一倍 体感し、また、取り戻しつつある「当たり前」に対する幸
せと感謝の気持ちをより強く感じる人間に成長したんだ！ さらに、多感な

【主な対応】

この時期に この状況を理解し向き合ってきたこの子達は、少なからず何度
転んでもただでは起きない力を身につけたはずだ！

（１）『心身ともにたくましく、しなやかに生きていく子』を育成します

これらの力はこれか

らの人生の中で、必ず役に立つはずだ！ と。

子ども達が創り上げた「白川郷学園人権宣言」を

青春真っ只中に払った犠牲は大きくても、何よりも「滅多なことでは折れない強い心」を身につけたのだと
私は確信します。こんなあなた達が、世の中でどんな活躍を見せてくれるか、楽しみで仕方がありません。

大切にし、即時指導や自らをふり返る指導を行いま
す。心身に困り感をもつ児童生徒には、保護者との

＜数値結果・ご意見＞
□評価項目③「いじめ事案、不登校・不適応対応」2.97
▲評価項目④「あいさつ」2.77（やや低め）

共通理解のもと、社会に出るために必要な力をつけ
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。義務教育九年間の中で、めまぐるし

▲評価項目⑦「あたたかい言葉」2.86（やや低め）

られるよう支援していきます。ＰＴＡや学校運営協

□評価項目⑧「安全で正しい登下校」3.06

く変化する環境、また、多感な青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

議会等との連携のもと、あいさつやメディアに関わ

ったことでしょう。また、未だおさまらないコロナ禍、世の中の先行きも不安定な中で、お子様方の今現在や

る啓発活動を継続します。

未来を案じることも多かったのではないでしょうか。私自身も「一体どうなるのだろう」と感じる場面は多か
ったですが、その都度この子達の「前向きさ」に助けられました。こんな素晴らしい子ども達に出会えたこと
を本当に幸せに思います。私達職員一同も、保護者の方々と一緒に、この子達の将来を楽しみに見守らせて頂
ければ幸いです。本日は本当におめでとうございました。

（２）『思考スキルを磨き、自らの学びを加速させる子』を育成します
学習習慣の徹底や学びが加速する授業づくりのため、
職員教科部会を機能させ、更なる授業力向上を目指すと

最後に。私は、あなた達から「現状維持は衰退の始
まり」という言葉の意味を学びました。常に新しいも
のを求め、探究し、形にし、現実にしていくあなたた

ともに、「みがき」の時間の工夫改善を図ります。

＜数値結果・ご意見＞
○評価項目⑤「授業への意欲」3.18（やや高め）
▲評価項目⑥「家庭学習」2.68（やや低め）
□評価項目⑭「一人ひとりを大切にした授業」3.13

（３）『自分自身・学園・村のよさを自信をもって発信できる子』を育成します

ちの営みそのものが、常に加速・加速の連続だったよ

児童生徒会活動や LP（リーダープロジェクト）の更なる工夫

うに思います。あなた達が身につけた「ひとりだち」

改善を図り、子ども達の自治意識を高めます。村教育委員会との

の力は、
「何でも自分一人でやっていく力」と言うよ

連携のもと、より効果的な ICT 活用を目指します。学校運営協

りも「世の中をしなやかに生きていく力」と言った方

議会の協力を得ながら、村民学の継続・充実を図ります。

がふさわしい。できないことがあったら、別の方法を
考えればいい。分からないことがあったら人や本や
iPad に聞けばいい。あなた達には、より世の中を柔

＜数値結果・ご意見＞
○評価項目⑱「学園・学校行事の内容」
3.3（やや高め）

（４）『自らの健康に興味関心をもち、自らを律していける子』を育成します
村保健安全委員会等との連携のもと、保育園とも協力しながら、 ＜数値結果・ご意見＞

軟にとらえて対応する力が身についているはずです。

「生活習慣形成（眠育・食育など）の指導を継続します。また、体

その力を信じて、これからも自分自身を加速させ続

力向上のための取組を行います。

□評価項目⑩「進んで運動・遊びに
取り組んでいますか」2.97

けていって下さい。期待しています。
＜⑫伸ばしたい６つの力（確かな学力・やりきる力、判断力、自主性、向上心、礼儀やマナー）を高め
るため、保護者として心がけていることやこれから心がけていきたいこと＞

「挑む我らの未来かがやく」
挑み続けた卒業生十五名の未来が、輝かしいもの
になることを心から願い、式辞と致します。
令和三年三月八日
白川村立白川郷学園

・ほめたり叱ったり、しっかりと子どもを見つめ一緒に考えていきたい。
・親が率先して実行していきたいと思います。その姿を見せることによって、学んでもらえたらと思います。
・注意することが逆効果になることもある年齢のため、言うタイミングを考えている。まずは、家庭教育が大事と思い
ながらも、なかなかできないと反省しています。
・テスト前に一緒に勉強計画立てをし、進捗をチェックする。
・家族、友達、先生、誰に対しても感謝の気持ちを言葉に出すこと。特に、家族はなあなあにならないようにしたい。

校長 大坪 稔
今後も、教育目標「ひとちだち」に向けて充実した学校教育を目指していきますので、ご理解ご協力のほど、
よろしくお願いいたします。

