
PTAの役割とこの一年を振り返ってPTAの役割とこの一年を振り返って
PTA会長　山内　英司

校　長　藤江　　勲

　PTA会長という大役を受けてから早一年が過ぎようとしています。歳を重ねるごとに月日の早さを感じていま
す。日頃はPTA活動に対しまして大変お忙しい中、大勢の会員の皆様にご理解とご協力をいただきありがとうござ
います。また副会長、委員の方々、担当教員の方には、活動の先頭に立ち活躍していただいたおかげで、無事に一
年を終えることができますことを感謝いたします。
　今年度は、４月後半から休校になるなど新型コロナウイルス感染症に振り回された一年でした。子どもたちも、
総体やコンクール等の中止など大変苦しい思いをしたと思います。そのような中で、和実祭や学校生活での工夫し
た取り組みに感動させられました。また、意見交換会などでの活発な発言や、生徒達の元気な挨拶に大変勇気づけ
られました。誰もが新しい生活様式の中でいろいろな苦労を重ね、我慢をした一年だったと思います。
　PTA活動では、総会を開催することができなかったり、通年行っていた事業も中止や縮小を余儀なくされたり、
思うような活動をすることができませんでした。振り返って考えると、もっと何かできたのではないか、何か工夫
すればもっと充実した活動に繋げることができたのではないかと反省するばかりです。コロナ禍の中でのPTA活動
のあり方を、今後も議論していく必要があると感じました。本来ならたくさんの会員の方に学校へ出かけていただ
き、子どもたちや教職員の方とたくさん交流していただきたかったのですが、現状難しかったことをご理解くださ
い。
　PTA活動を通じて、たくさんの方々の協力により、子どもたちが安心に、そして安全に学校生活を送っているこ
とを知ることができました。子どもたち、保護者、学校、地域、この距離感が近いほど子どもたちも健全に育って
いくのではないでしょうか。PTAはその全ての架け橋となる存在であると思います。たくさんの方々にPTA活動に
参加していただき、子どもたちの健全育成のための架け橋になっていただきたいと思います。今後もPTA活動にご
協力をお願いします。

　この一年、保護者の皆さまには、コロナ禍の中、出雲三中への温かいご支援・ご協力をいただき、大変ありがと
うございました。年度初めから、PTA総会、PTAの諸活動、部活動の大会・コンクール、そしてその応援など、こ
れまでとは違って、開催できなかったり、縮小したり、無観客で行ったりしながらここまできました。保護者の皆
さまには、我慢していただくことが多く、本当に申し訳なく思っています。
　そんな中で、もちろん新型コロナウイルス感染防止に努めながらではありますが、秋ごろからようやく少しずつ
日常の活動ができつつあります。和実祭や授業公開日に来校していただき、生徒の「生きた活動」を観ていただく
ことができた時の感激は、今でも忘れられません。
　学校としても、学校の様子を伝える努力を今まで以上に意識しました。メール配信、各種たより、ホームページ
や校長ブログなどを充実させて、生徒の日々の活動・学習の様子をこまめに伝える努力をしました。今後も学校の
様子を積極的に発信していきます。
　さて、今回ぜひお伝えしたいことがあります。和実祭文化部門の合唱コンクールの場面です。どの学級も努力し、
それぞれ素晴らしい演奏を披露しました。歌う前のクラス紹介でも、どのクラスも学級の特長を工夫して表現して
いました。その中でも特に、３年生の合唱には、強く心を打たれました。美しいハーモニー、
男声・女声の響き、そういったものはもちろん素晴らしかったです。もう一つ、私はその歌
声の中に、コロナにくじけまいとする、生徒たちの心の底にある「魂」を感じました。知ら
ず知らずのうちに感極まり、涙腺が緩みました。「ありがとうございます」という言葉が自然
と出てきました。
　そういう三中生にピッタリの、春に咲く、私の好きな花『忘れな草』を贈りたい気持ちです。
花言葉は「私を忘れないで」「真実の友情」。この一年、素晴らしい姿を見せてくれた三中生に、
心を込めて贈ります。ありがとう！

忘れな草をあなたに忘れな草をあなたに

はぐるま
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3年生の担任からのメッセージ3年生の担任からのメッセージ
『好き』と『ごめん』と『ありがとう』は人の心を動かす言葉だと思います。
『好き』と『ごめん』と『ありがとう』は自分自身の心も動かす言葉です。
　でも、誰かの心を動かす、大きな意味をもつこの言葉たちは、機械を通
した味気ない文字では伝わらないと思います。
　これから先の人生の中で、大切な大切な『好き』と『ごめん』と『ありがとう』
を伝えなければならない時がきたら……その時は、必ず、“直接の言葉”で
伝えられる人になってください。『好き』と『ごめん』と『ありがとう』をちゃ
んと伝えられる人は、間違いなく幸せな人生を送ることができます。
　いろんなことがあったけど……きみたちと過ごすことができて良かった
です。楽しかったよ！一緒にいてくれて『ありがとう』。そして……『大好
きです』！！

　皆さん、卒業おめでとうございます。この学年の特徴は「人に優しい」です。
最近のみんなと一緒に過ごすと、すごく仲が良いなと感じます。どうして
だろうと考えた時に、「そうか、みんなが人に優しいからか」と気付きました。
北陵高等学校の一般入試の日、３年２組では学校に残った人達が、今頑張っ
ている人達、全員の名前を黒板に書き、メッセージを書いていました。勉
強で分からない事は自然と教えあって、助け合う姿が当たり前に見られる
ようになりました。
「人と繋がる」ことはとても強いエネルギーになります。その繋がりが原動
力になり、あなたを助けてくれることもあります。４月からは苦労するか
もしれません。まずは「人に親切に」。新しい人間関係作りを楽しみながら
頑張ってください。
　いよいよ卒業ですね。先生は３０才になりました。この歳になって勉強に
なることがたくさんあります。先生は「今の人生がもっと良くなるために
勉強がある」と思っています。知らないことを知ることで世界がどんどん
広がります。いつまでも学び続ける人であってください。先生も頑張ります。

　ご卒業おめでとうございます。いよいよ卒業ですね。１年があっという
間に過ぎました。３組で思い出に残っていることは、なんといっても学校
行事。和実祭体育部門では総合優勝をはじめとする全ての部門で入賞し、
文化部門ではナイスハーモニー賞を獲得。これ以上ない好成績を残せた理
由は、一人一人が個性を発揮し、その個性が上手く合わさったからだと思
います。男女関係なく話ができ、誰とでも協力して活動ができる。自分た
ちで考えて行動ができる。こんな素敵な学級の担任ができて幸せでした。
　そんな３組に贈る言葉はなんといっても「ポジティブ〇〇」。何事もポジ
ティブにとらえ、ポジティブに取り組めば上手くいくと思います。これか
ら様々な困難に立ち向かうとき、「ポジティブ〇〇」で乗り越えてください。
きっと明るい未来が待っています。さあみんなで、レッツポジティブ〇〇！

　あっという間の３年間が過ぎていきました。今では見た目も中身もずい
ぶん大人に近づいてきたなぁと感じる日々です。振り返ると色々なことが
ありました。修学旅行で行った酷暑の姫路城に土砂降りの京都。そして今
年の和実祭は本当に忘れられない思い出です。明るい３年生との思い出は
本当にかけがえのないものになりました。みんなの大事な中学校３年間を
一緒に過ごすことができ、幸せでした。ありがとう。
　これからみんなはもっとたくさんの経験を積んで、もっともっと素敵な
思い出を重ねていくことと思います。これからは、近くでみんなの成長を
見られなくなることに少し寂しさを感じますが、いつかまたどこかで再会
できる日が来るのを楽しみにしています。
　“Where there is a will,there is a way.”
　意志あるところに道は通じる。

　元気で親しみやすく、友達と共に楽しい時を過ごした２年生の頃。目標
を見つけ、集中力を高めて着実に進んでいった３年生の毎日。日に日に思
いやりある温かさや頼もしさが増していった皆さんでした。今年は特に思
い通りにできなかったことの多い一年間だったかもしれません。それでも、
前を向き、明るさを忘れない皆さんと過ごした日々は、楽しく嬉しい気持
ちと共に思い出されます。
　これからはそれぞれの新しい道のスタートです。うまくいくことばかり
ではないかもしれません。時には頼ったり助けてもらったりしながら、温
かく信頼しあえる関係の中で活躍する皆さんの未来を楽しみにしています。
　保護者の皆様にはたくさんの支えをいただきました。ありがとうござい
ました。

　これからも皆様にたくさんの幸せが待っていることを祈っています。ご
卒業おめでとうございます。

・１年生のときは、まだ校舎が完成する前で、美術室に行くのに今の倍以
上はかかりました。
・１組出身の人にとって「斜め45度」と言えば…。どのラインを見ても役
者揃いでした。
・保健体育の深田先生の「１組は頑張っていますよ」という言葉に何回も
励まされました。
・給食のときは、手洗い場前が「戦場」でした。２組、４組に迷惑を随分
とおかけしました。
・２年生になり、少しは成長した（？）みんなと引き続き過ごすことにな
りました。
７組は東校舎の奥になったおかげで自由の空間（？）でした。
・汗だくになって登った姫路城、雷雨に見舞われた自主研修など、修学旅
行もよい思い出です。
・合唱コンクールでは、「明日の空へ」でナイスハーモニー賞をいただき
ました。うれしかったです
・そして３年生。あっ。紙面が尽きてしまいました。
・最後に。いろいろあり過ぎた３年生と一緒に過ごせたことに感謝です。
これからのみんなの幸運を祈ります。

　みんなに言っておきたいことは、『周りの人から信頼される人になって欲
しい』ただ一つ。嘘や中傷等で人を傷つけない、感謝の気持ちをきちんと
表現する、目の前で困っている人を放置しない。そうあり続ける人は、（周
囲の人はちゃんと見ていて）自分が自信を失い困っている時、自然と周り
から助けの手が差し伸べられるようになります。決して独りぼっちにはな
りません。振り返ってみると、大変だったこともあるけれど、楽しかった
こと、大笑いしたことが思い出されます。卒業おめでとう。

　１月の入学説明会が初対面の日でした。保護者さんの後ろに隠れて、小
さな声で「こんにちは」と言って、恥ずかしそうに私の顔を見ていたこと
を思い出します。
　あれから３年……今でも、ふとした瞬間にあの時と同じ恥ずかしそうな
表情をするけれど、心は強く、たくましくなりました。そして気遣いがで
きる優しい人になりました。
　教室に入ると、すでに授業の準備ができています。誰かが忘れ物をして
困っていると、何も言わずにサッと貸してあげます。難しい質問も、真面
目に一生懸命考えてきちんと答えます。みんなの給食エプロンを毎日配っ
てあげます。
　目立たないところで、誰かのために動けるあなたはすごいです。素敵です。
これからも「強く、たくましく、優しい」あなたでいてください。
　卒業、おめでとうございます。

　中学校の３年間、どうでしたか。楽しかったこともあったけれど、つらかっ
たこともいろいろあったことでしょう。特に、３年時は、新型コロナウイ
ルス対策のため、我慢しなければならないことがたくさんありました。そ
んな中、和実祭体育部門や文化部門の合唱で頑張る姿、また販売に向けて
作業学習に取り組む姿、仲間と協力して授業に励む姿、受験に向けて一生
懸命準備を進める姿など見せてもらいました。高校や高等部に進んでから、
中学校での経験を生かして頑張ってほしいと思います。「継続は力なり」と
いいます。いいことは少しずつでも続けていきましょう。きっといろいろ
なことができるようになり、自信になっていくはずです。健闘を祈ります。

　３年生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。
　しばしば人生はマラソンに例えられます。マラソンでは、苦しい時は上
り坂です。人生も同じで、苦しい時は上り坂なのです。最上級生としての
この１年間、皆さんは様々な場面において制約をうけてきました。つらい
思いをしたことや悲しい気持ちになったことも少なくなかったと思います。
しかし、皆さんは気持ちを切り替えながら、今できることに精一杯向き合
うことができたのです。人生においてこの期間は、絶対に下り坂ではなかっ
たはずです。一人ひとりのゴールは違うかもしれませんが、自信をもって
前に進んでいってください。
「人生はマラソン　苦しい時は上り坂　楽しい時は下り坂」

１組担任：黒山　正規

２組担任：柳楽　伸介

３組担任：永井健太郎

５組担任：奥井　暁子

４組担任：伊藤　　愛３年生のみんなへ

７組担任：山田　みほHappy7 ～七転び八起き～

オレンジ学級担任：森　　竜雄祝卒業

みどり学級担任：後藤　千秋

６組担任：石飛　　浩

あおば学級担任：神田　　修
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ありがとう卒業ライフ
３年１組　有藤　聖斗

　ありがとう。卒業にあたって、私が今思う言葉はこの言葉です。特
に中学校生活最後の年であった３年１組のみんなには感謝しています。
和実祭体育部門では総合３位、文化部門ではもう少しで３位くらいと
いう結果でした。クラスのみんなが目標に向かって心を一つにして頑
張れたことは、すごく楽しかったです。それ以外のときにも、３年１
組のみんなと過ごしてきた日々はとても大切な時間となりました。そ
んな３年１組のみんなと、もう少しで別れることはさみしく感じます。
みんなそれぞれ違う道に進んでいきますが、私も自分の夢に向かって
頑張って、将来またみんなで会えることを願っています。

一番星
３年２組　濱村　花暖

　私たち３年２組は「一番星」という学級目標で何事も一番を目指し
て頑張りましたが、和実祭体育部門も文化部門も三中王も、すべてが
２番という結果でした（笑）。ですが、一番を目指す中で積み重ねてき
た努力や仲間との絆は、間違いなく一番の自信があります！卒業して
もそれぞれの道で、３年２組全員が一番星のように輝く存在になるた
めに頑張りたいと思っています。

私たちにできること
３年３組　三成　菜緒

　今年度は、学校行事や部活動で悔しい思いをした人がとても多かっ
たと思います。
　そんな中でも、友達やクラスの仲間と協力して、一つのことをつく
り上げることで、仲間の大切さや大きな絆を得ることができたと思い
ます。卒業まで残り少ない時間を大切にして、今までお世話になった
方々に感謝の気持ちを忘れずに生活していきたいです。

仲間と過ごした日々
３年５組　板垣　宏治

　僕が３年間で一番思い出に残ったことは和実祭体育部門です。今年
度は新型コロナの影響で例年とは異なりました。僕は色長をやらせて
もらい、クラスのみんなと協力し、最高のものにすることができ、最
高の思い出となりました。卒業し、お互い離れてしまっても、仲間と
過ごした思い出は絶対に忘れません。また、３年間ご指導していただ
いた先生方への感謝も忘れず、新たな生活へと向かっていきます。

先生、クラスのみんなへ
３年４組　松浦　亜侑

　この一年を振り返ってみると、新型コロナウイルスが流行し、大変
なこともありましたが、思い出されるのは、先生やみんなと教室でた
くさん笑って過ごした日々です。
　私が安心して学校に通えたのは、先生方の大きな支えがあったから
です。私が笑顔で楽しく学校生活を送れたのは、面白くて優しいみん
ながそばにいてくれたからです。いつも元気で明るく、温かいクラス
が大好きでした。本当にありがとうございました。

３年生をふり返る
３年６組　城　　力斗

　今年はコロナウイルスの影響で和実祭や部活動の大会が思うように
できませんでした。それでも感染症対策をとり無事行うことができま
した。これも、開催するために関わってくださった方々のおかげであり、
感謝したいです。特別な年ではありましたが、思い出に残るものとな
りました。卒業までの日々をクラスメイト達とともに大切に過ごし、
高校へ向けてスタートできるように頑張ります。

卒業にあたって
３年７組　岩野　雅晴

　中学校生活の３年間があっという間に過ぎてしまい、卒業すること
がいまだに信じられません。コロナウイルスの影響によって、さまざ
まな活動が制限されましたが、その中でも、いつもとは違う和実祭な
どを楽しむことができました。これまでの中学校生活を生かして、楽
しい高校生活を送っていきたと思います。

卒業にあたって

学芸委員会 健全育成委員会

PTAの活動報告PTAの活動報告

2年委員長　曽田　 渚
　今年度から新しく交流研修委員会とはぐるま委員会という二つの委員会
が一つになり、学芸委員というネーミングに変わりました。今年度は、
PTA主催の講演会と年２回の会報発行を行いました。講演会では、11月
に奥出雲町蔭凉寺ご住職松本憲宗様をお招き
し、「人権問題解決への道のり」と題して講
演していただきました。また、会報発行につ
いては、前期号と後期号の２回に渡り発行
し、皆様に出雲三中をより知っていただくた
めの機会として情報発信してきました。
　今年度は、新型コロナウイルス感染症によ
り、親子活動やPTAカレー部の活動も中止と
なり、交流の場が減り残念でしたが、来年は
この会報に活動内容が記載出来ることを願っ
ております。この一年間、PTAの活動にご協
力いただいた先生方、PTAの皆様ありがとう
ございました。

委員長　横田  佳信
　今年度の健全育成委員会の活動は、コロナ禍での活動となり、前年度よ
りも活動回数を減らしながらも感染予防の対策をしつつ、草刈り作業と挨
拶運動を実施しました。草刈り作業では、委員会以外の保護者の方々にも
参加して頂き北校庭周辺の作業を行いました。夏の暑さに加え、マスク着
用しての作業はとても苦難であり熱中症、ケガ等の心配もありましたが、
無事に終える事が出来ました。
　参加頂いた保護者の方々のおかげで２学期
も気持ちの良いスタートとなったと思います。
挨拶運動では一年を通して計３回の実施とな
りました。朝はまだ目が覚めきっていない様
子の子供達ではありましたが、挨拶をするこ
とで清々しい気持ちになり、良い一日を向か
えることが出来たのではないでしょうか。きっ
とそれは保護者の方々、先生方も同じ気持ち
だったと思います。最後になりましたが、委
員会の皆さま、そして参加して頂いた PTA の
皆さま、先生方に心より感謝申し上げます。
ありがとうございました。

学芸委員会の様子
PTA挨拶運動

PTA奉仕作業人権教育講演会
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