燃 え る 鷹 鐘
がむしゃらに勉強し、
黒陵生
進路逹咸に燃える′
′
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ひたむきに本だ を磨き、部 活動に燃える′
黒陵生
伝究を誇り
、遠人の心を持 って青春を燃やせ
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黒陵 90回 生

231名
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*黒 jLlま 倉1立 93年 を迎 えました。同窓生は20.956人 です。

にな ります。非常に暮 らしに くい難 い社会です。しか しその中を

卒業式

生 きなければな りません。社会的 責任 を負 いなが ら社会 を牽引

3月 1日 (木 )本 校 体育館 において平成 29年 度卒業式 を行
い、第 90回 生 231名 が学舎 を巣立 った。生 贈の雨 となったが

して生 きなければな りませ ん。厳 しい将来を生 き抜 く君たちに、

̲書 が一

私か ら三つのお願いを します。焦 るな、腐 るな。奢 るな。の三つ
です。まず、「焦 るな」 これか らの人生、きっ とうま くいかな

人ひ と りに手渡 され るの を見守 った。厳粛 な式の後、蛮カラ応援

いことの方が多い と思います。その とき、焦 らず、なぜ うまくい

先輩 にこれ までの感謝 と伝統 を受 け継 ぐ決意 を語 り、在校

生全員 で黒陵歌 、エール を送 った。卒業生 も全員 で城歌 を歌 い、

かないのか考えて くだ さい。焦 らず、落 ち着 いて、歩 いて くだ さ
い。次に 「腐 るな」 「一生懸命や って もわか って もらえない、

黒陵の思 い 出、後輩達へ の感謝 の意 を表 した。会場 は感動 に包 ま

どうせ 自分はだめなのだ」と、自暴 自棄 になることもあ ります。

れた。 (下 写真 :卒 業生一 人ひ とりへ の卒業証書授与)

しか しだめだ と思つた ら本 当にだめになるのです。決 して腐 ら

保護者鳥 には約 400名 の父母、祖父母が参列 しヽ魃

剖
̀が

ずに、笑顔 を作 つて くだ さい。困難 な ときこそ前 を向いて笑顔 を
見せ ることです。「運 を呼ぶには笑顔 を見せ ること。」必ずそ の
日は来ます。夜明けの来ない夜 はない。人生は雨 の 日ばか りでは
あ りません。きっ と晴れ る 日は来ます。そ して、晴れた 日は 「奢
るな」 決 して奢 ることな く、日
青れた ことに,惑 動寸して くだ さい。
︱

成功 は 自分の力だけで成 し遂 げ られ るものではあ りません。 生
きてい ると同時に、仲間や 、親や、環境や、自然な ど様 々な偉大

ヨ

《
校長式辞全文》
黒陵 90回 生諸君 、卒業おめで とうござい ます。今 、3年 間を

なるものに生か されて います。「焦 らず」「腐 らず J「 お ごらず」
ま じめに 。前向きに 。謙虚 に生きて くだ さい。大文夫、君たちは
黒陵健児です。Z、 ずや どんな困難 にも耐 え、社会 に貢献 できる人
間 として生 きていけるはず です。

す ぐに辛 くて長 い応援歌練習。厳 しい部活動。何 よ りも 日々の勉

さて、保護者 の皆様、本 日は誠 におめで とうございます。た く
ま しく巣 立つお子 さんの姿 に、感 ″
既ひ としおか と存 じます。 ま

強 の里 こんなにや らなければな らないの力、 で も君たちは、友

た、 これ までの本校 の教育活動 に様 々な ご支援 こ協 力をいただ

と励 ま し合いなが ら、努力を続 け、今 日を迎 えたのです。黒陵で

き本 当にあ りが とうございま した。3年 間様 々な ことがあった と

過 ご した 3年 間は君た ちの未来へ の 自信 と誇 りとなるかけがえ

思 い ますが、生徒以上の黒 陵魂 を持 って応援 して くれ た もの と

どんな思いで振 り返っているので しょ う力、 夢 を抱 いて入学 し、

の ない財産です。私 の ことを話す のは恐縮 ですが 、3年 前に夢に

あ らためて敬意 を表 したい と思 い ます。 あ りが とうございま し

まで見た母校 へ の赴任 とともに、緊張 しなが らのフ、
学式でフ、
学

た=き つ と卒業生一 人一 人の′
いの 中にも、 18年 間 の愛情 に対す

フ
を許可 したのが君た ちで した。母校 へ の思 い、後輩達 へ の思 しヽ
、

の感謝 の 声がある と思います。今晩は何 かおい しい も
る心か らし

れがあ り、 3年 間、君たちには がむ しゃ らに包:主 せ よ、ひたむ

Dを 食・ヽさせ て言 ずて下 さい。

きに心 を磨 け、伝統 を誇 り大 きな 志 を持 って青春 を継やせ ̲と

また、六 日ご来賓 として ご臨席 を憬
易りま した伊藤

F「

l窓 会長様

の ときの一人ひ とりの顔 には、 しっか りと黒陵の品位 と誇 111

を￨ま じめ 窓会、Ph役 員 の皆様、市内中学校 の先生方、地域 の
「
音様方、おかげ さまで 231名 、このよ うに退 しく巣 tつ ことが

刻 まれ 、た くま しく成長 していて、私 の教員生活最後 の卒業 生で

できます=あ らためて御礼 申 し上げます。今後 とも 1人 1人 の未

ある君たちに感激す るとともに、 日々の学習 に部活動 に懸命 に

来を暖か く見守 っていただけます よ うにお願 い 申 し上げます。

黒陵魂 を言い続 けま した。先ほ ど卒業証書 を手渡 しま したが、そ

取 り組み、数 々の成果 をあげた君達 全 員にあ らためて敬意 を表

さあ、諸君。君たちが羽 ばたこ うとす る空は、風 が強 く、ある

したい と思います。さて 、君たちは 4月 か ら新 しい生活 をス ター

いは大 きす ぎるか もしれ ない。 しか し君 たちは悠 々 と力強 くた

トさせ ます。就職 し、す ぐに社会人 として働 く人。進学 し、さら

く羽 ばた く翼 と風雨に負 けなしヽいを身 につ けた のだ。 い まこそ

に高度で専門的な学問を探究す る人。それぞれ の分野 での様 々

巣立 ちの時、飛べ 、はばたけ。先生達 も、親たちも、先輩達 も、

なチ ャ レンジを応援 し、活躍 を期待 します。ただ、いずれ の道 も

後輩達 も、地域の人たちも、みんなが君たちを応援 しています。

これ までには経験 した ことのない よ うな いよ うないば らの道で

そ して も し、飛行 の途 中でち ょつ と疲れ た ら故郷 に羽 を休 めに

ある と思います。現在 の社会は、グ ローバル社会 の 中での国際関

来な さい。黒陵は心の故郷です。ず っ と君たちを待 つてい まづ孔

係 の複雑化、未だ混沌 とす る経済情勢、と広がる経済格差、ます
す高度情報化社会が進み 、価値観が多関 ヒし、人間関係 が希薄 な
ります 。 さらに少子高齢化社会 で君たちへ の負担が増 えるこ と

お しまいに黒陵 90回 生の未来に幸 多かれ と心か ら祈 り、式
辞 といた します。

送辞》在校生代表
《

依 田―夏 (生 徒会長)

桜 のつばみが膨 らみ始 め、溶 け始 めた雪 に春の訪れ を感 じる

《
答辞》卒業生代表

高橋楓 (旧 生徒会長)

よ うにな りま した。この佳 き 日に、新たな人生に向かい力強 く歩

長 く厳 しい冬の寒 さも緩み 、積 もつた雪は別れ を惜 しんでい

み始 める卒業生 の皆 さま、ご卒業おめで とうございます。これま

るか のよ うにゆっ く りと溶 け始 めています。本 日はあい に くの

で先輩方 と共に過 ご してきた沢 山の 日々 は、私たち在校生に と

雨ですが、空 もこの別れ の 日に涙を流 している と思 うと、感 慨深

つて 、かけがえのない大切 な思い出です。そ して、先輩方 の存在

い ものに感 じられます。盛大な卒業式 を挙行 して頂き、校長先生

の大 きさを、今改 めて感 じています。黒陵の桜並木 に迎 え られ入

をは じめ とした先生方 、在校生の皆様 に心 よ り感謝 中 し上げま

学式に臨んだ私たちは、力強 く校歌 を歌 う応援部 の姿 を見て、伝

すもまた、来賓 の皆様 、保護者 の皆様、私達 のためにこの式 に足

統校 に入 学 した ことを実感す るとともに、 これか ら始まる三年

を運んで頂 きあ りが と うございます。振 り返 つてみます と、この

間 の学校生活 に、身が引き締まる思 いが したのを覚 えています。

高校 での充実 した学校生活 は、一瞬のよ うにも永遠 の よ うに も

翌 日か ら始 まつた、長 く厳 しい応援歌練習で したが 、多 くの先輩

思 える時間で した。高校生活へ の希望 と不安 を抱 い て入学式 に

方に鍛 えていただき、励 ま していただき、乗 り越 えることができ

臨み、それか らま もな く私達は応援歌練習 の洗礼を受 けま した。

ま した。体育祭や文化祭 では、クラス、学年 の団結 の強 さ、絆 の

あの 1週 間で、応援部や有志のみな さんか らは応援歌だけでな

大切 さを教 えてい ただきま した。また、行事 の運営 では色 々 な場

く、 これ か ら待 ち受 けるさらなる数難 に立ち向か う心 の あ り方

而で私た ちを助 けて くだ さつた ことに本 当に感謝 しています。

を教わ りま した。 二大行事である体育祭 と黒陵祭 では、生徒 が

学校で の学び を地域 の様 々な課題解決 に結びつ ける 「きたかみ

各 々 自分 の能力を遺憾 な く発揮 し、様 々 な局面で手 を取 り合っ

幽曜麹 の取 り組み も、先輩方 が始 めた ものです。この新 しい試

て、大 きな ことを達成す る苦労 と、それ と同等 の喜びを友 と分 か

みは、社会 に開かれた学校 としての黒 陵を、よ り強 く示す ものに

ちあい ま した。部活動では、勉学 との両立に難儀 しなが らも、ひ

な りま した。私たちが先輩方 と一番長 く時間を過 ごしたのは、部

たむ きに技術 向上に努 め、日標 を達成す べ く、時に親友、時にラ

活動で した。文武両道 を貫 き、自らの 日標 に向かつて懸命 に努力

イバル として部員 と切磋琢 磨 しま した。 この よ うなかけがえの

す る先輩方 の姿勢 に、私た ちは胸 を打たれま した。部活動 を通 し

ないひ とときを過 ごす ことが 出来た私達 の傍 にはいつ も支 えて

て出会 つた尊敬す る先輩方 との思い出があることが とて も幸せ

くだ さつたた くさん の人がい ま した。最後 の最後まで未熟な私

です。受験 に向けた取 り組みが本格的に始ま り、校 内のいた ると
ころで 、参考書 を開き時間を惜 しんで勉強す る姿 を私たちは見

達を導 いて下 さつた先生方 は、学問や部活動 のみな らず、人生 に
おいて「学ぶ こととは何かJと い うことまで熱心に指導 して頂き

てきま した。きっ とつ らい ことや 悩み もあつたか と思 い ますが、

ま した。時には道標 を失 い立 ち止 まって しまいそ うだった私達

友人同士で教えあいなが ら、毎 日笑顔 で過 ごされ る先輩方 には、

を励 ま し、未知 と恐 怖にあふれ た道 の リヘー歩踏み出す勇気 を

頭 が下が りま した。 自分 の夢 をつかむ厳 しさと覚悟 を学びま し

下 さいま した。 どんな 日であつて も陰なが ら私達 を見守 って く

た。先輩方は、黒陵生 としてのあるべ き姿を私たちに教 えて くだ

れた両親 は、私達に とって一番 の応援団で した。毎 日何気 な く口

さい ま した。全校集会 な どの後で生徒 が率先 して後片付 けをす

に運 んでいたお弁当のほのか な温かみが私達 を支 えて くれた両

る習慣 も、学校な らではのことで、それが 自然 とできているのは

親 の温 晴な のだ と考 える と、感謝 の気持 ちがあふれ て止 ま りま

先輩方が行動で示 して くだ さったか らです。先輩方 は私たちの

せん。この気持 ちは、私達が成長 した証 と共にいつか必ず返 しま

道 じるべ です。共 に過 ごす時間が こんなに も早 く過 ぎ去 り、今 日

す。それまで、これか らも私達を見守 っていて くだ さい。私達 が

の 日を迎 えた ことがいまだに信 じられ ず、寂 しさはぬ ぐい きれ

帰 る場所でい続 けて くだ さい。そ して、在 校生 のみな さん。私達

ませ 規

しか し私たち在校生は、この黒陵の伝統 を受 け継 ぎ、さ

はみな さんの先を行 くもの としてふ さわ しい振 る舞 いがで きた

らなる発展のために一 日一 日を大切 に、精進 してまい ります。こ

で しょ う力札 少 しで もみな さんの高校人生 によい影響 を与える

れか ら先輩方が進 まれ る道 は、平坦ではないか もしれ ません。困

ことがで きた の な ら幸いです。み な さんは これか らも高校生活

難に直面 した ときは、ど うか この黒陵での三年間を思 い だ し、自

の 中で様 々な ことを経 験 し、あ らゆる困難 に立 ち向か うで しょ

分 を信 じて夢 を形 に して くだ さい。皆様 の さらなるご活躍 にエ

う。納得 のいか ない ことも多い と思います。しか しなが ら、苦難

ール を送 り続 けます。卒業生の皆 さまの ゴ囲 康とご多幸 をお祈

も伝統も、他のどんなこともみなさんを縛るものではありませ
ん。みな さんが本気で願 い 、考え、行動 した ことであ

りし送辞 といた します。

れば、それが未来 の黒北を鮮やかに彩 つていきます。
それが新 しい伝統 とな ります。失敗を恐れず、後悔の
ないよ うにただ前に進み続けてください。聡明なみなさ

の玄関前では別れを惜 しむ後輩達が各部活動
器
ごとに校舎前に陣取 りそれぞれ趣向を凝 らした送別パ フ
ォーマンスをくり広げた。

んが この学校 をさらによい ものにす ることを私達は信 じていま
す。三年前 と同 じよ うな希望 と不安 にカロえて、校長先生か ら戴 い
た卒業証書 と新天地 に羽 ばた く勇気 を持 って、私達 九〇回生は
この黒沢尻北高等学校 を卒業 します。この 日を迎 えるまでに、不
確 かな将来へ の不安 に涙 を流す こともあ りま した。 自分 とい う
存在 に疑間を感 じ、何度 も自間 自答 を繰 り返 す 日もあ りま した。
そ のたび に友や先生方 、両親 の力 を借 りなが ら壁 を乗 り越 え、そ
のたびに私達は強 くな りま した。三年 間で培 った この力を、努力
の証 として、そ して代 えることのできない青春 として胸 に しま
い込んで、未来へ と歩いていきます。結 びに、母校 の さらなる発
展 と在校生のみなさんの活躍 を心 よ り願 い、答辞 と致 します。

野球部 マネー ジャーによるエール

《在校生と卒常生のエール交め

ラグ ビー部員のハカ

(オ ールブラックスの舞)

《黒陵鉛
ここ陸真の荻の里 文化 の向上図るべ く
ネヘ る健児ん百金 我 らは黒陵人下の雄
●彙の殿営昇 りつ き 見浪す彼ガとうとうと
金演鉄波の波島し 我 らは黒陵入下の雄

織 鉛
み)読 むやめて日を閉じて ιがネ来の姜 をば
暫 し橘 きてほほえみね おお若人の夢多き
迅い 出多き青春の絵巻 とな らん二年 (み つ とせ)を
言

(3、

治識 えんか歌わんか いやまし予ゆ荻ユ城

日 歌キ 導
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ま驚青

キ策 奪晨与
■
掟長ベ キ
賛
永 表 れ書
ニ
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次へふ

乗

ソフ トテニス部 (女 子)明 日に向か って

式場に貼 られた式次第は卒業生・高橋菜 々子 (書 道部)

*黒 陵同窓生は 90回 生を加えて 21, 18フ 人とな
ま した。

全 国の 同窓生か ら約 200万 円、 PTAの 予算か ら約

HABATAKE!黒 陵 第 2回 中国派遣

70万 円を 「HABATAKE!黒

昨年度第 1回 「HABATAKE!黒 陵J海 外派遣 を実
施 した。今年度 も 3月 11日 か ら 7日 間の 中国研修 を
下記行程表 の とお り実施す る。

馳韮護

「 HABJATAKE

黒陵 」

!

北上リ
申 け1ち ″

充実 した事業 として参 りたい。
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深月￨￨は 「アジアのシリコンバ レー」といわれていている。
学びの視点は次の 4つ
1 広い視野
① 日本の常識が、世界で通用 しない場合がある点に気付
くこと。②マスコミやネットの情報とは違 う現地の状況
に触れること。③改めて日本の良い ところ 。悪い ところ
に気づ くこと。④世界の動きを体感すること。
2 行動力
①思い立った らす ぐ行動に移すことが出来るようになる
こと。②疑間に思 う点は、恥ずかしがらずに質問するよ
うになること。③他人の力をあてにせず、ものごとをや
り遂げるようになること。
3 アピールカ
①勇気を出 して他人とコミュニケーションをとる努力。
②積極的に自分のことをアピールする力。
【
参加職員 コ生徒】

,

'

3月 6日

結団式 伊藤彬同窓会長が激励

結 団式 での代表挨拶 (要 旨)

2年 3組佐 藤 好

今回 30名 近 くの応募者の中か ら選抜 されたことを感謝 して
いる。今まで「きたかみ世界塾Jで 、私たちが出来る社会貢献に
ついて、また自分たちの在 り方を見直す 目を養 ってきた。今回の

引率教諭 :藤 田llk参 加生徒 :1年 、後藤俊介 、後藤 陽和 、
佐 々木彩 乃、小原 大飛 、高橋 陽美 2年 、高 橋 郷 、

研修ではその 目を海外に 向け、文化 の違 うところでの翻 疹をと

佐 藤 好 、 高橋 妃 代 、川 谷 拓 也 、 高橋 千穂

る方 々に感謝 しなが ら有意義な研修 としたい。行 ってきます。

お して 自分の考え方に新たな刺激を加 えたい。支援 して くださ

