
燃 え る 鷹 鐘

がむしゃらに勉強し、進路逹咸に燃える′黒陵生

ひたむきに本だ′むを磨き、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 !

黒陵90回生 231名  卒業式

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

保護者鳥には約 400名の父母、祖父母が参列 しヽ 魃 _書が一

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

剖
`が

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、

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

れた。 (下写真 :卒業生一人ひとりへの卒業証書授与)

《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

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、

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

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

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

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

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

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

を許可 したのが君たちでした。母校への思い、後輩達への思しヽフ、

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

碁撃員呈璽具Д見冒等学校 校長 菊池 浩圏
*黒 jLlま倉1立93年を迎えました。同窓生は20.956人です。
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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

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

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、

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

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

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、

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。

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

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

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。

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

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

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

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

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

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

る心からしの感謝の声があると思います。今晩は何かおいしいも

Dを食・ヽ させて言ずて下さい。

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

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

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

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。

さあ、諸君。君たちが羽ばたこうとする空は、風が強く、ある

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

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

巣立ちの時、飛べ、はばたけ。先生達も、親たちも、先輩達も、

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。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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。

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

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

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

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

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。

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

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

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

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

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

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

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

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

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、

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、

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

りし送辞といたします。

《答辞》卒業生代表 高橋楓 (旧生徒会長)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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。

《在校生と卒常生のエール交め

《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

言 (3、 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

治識えんか歌わんか いやまし予ゆ荻ユ城

器 の玄関前では別れを惜しむ後輩達が各部活動

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。

野球部マネージャーによるエール

ラグビー部員のハカ (オールブラックスの舞)

ソフ トテニス部 (女子)明日に向かって

*黒陵同窓生は90回生を加えて21, 18フ 人とな

ました。
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式場に貼られた式次第は卒業生・高橋菜々子 (書道部)



HABATAKE!黒陵 第2回中国派遣

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。

全国の同窓生から約 200万円、PTAの予算から約

70万円を「HABATAKE!黒 陵基金Jと してご寄

付いただきました。深く感謝申し上げます。

グローバル社会で活躍できる人材の育成を目指し、昨

年は素晴らしい成果を上げることができました。さらに

充実した事業として参りたい。

者圭県立 難 馳韮護 学校塁__監 回理露 (深澪瞬・番滉奪) 参郷審数 生撻10名 +先生1名 キTCヽ
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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】

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、

佐藤好 、高橋妃代、川谷拓也、高橋千穂

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

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

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

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。


