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生徒発表

「 間人分 校の 紹介」

１年

藤田 京子

藤原 佳奈

私たちが 通う間 人分校は 、生徒 と先生 を合わ せて、60 人
ほどの小さな学 校です。京 丹後市では唯 一の 定時制高校で、
４年間をかけて じっくり学 ぶシステムで ある こと、 少人数で
一人一人とふれ 合う時間が たくさんあり 、 み んな仲が良いの
が特色です。
学校目標として 、
・将来に対する 夢や目標を持 ち、挑戦す る姿 勢を大切にする 。
・個に応じた学 習指導を大切 にし、基礎 基本 の 定着と学習意 欲の向上を図 る。
・社会教育や道 徳教育を大切 にし、家庭 と連 携をとりながら 規範意識を高 める。
・特別活動、部 活動、ボラン ティア活動 を重 視して、心身の 育成を図る。
の４点を掲げて おり、私たち は、この目 標の もと、毎日、学 業に励んでい ます。
学習の内容は 、主とし て普通教科で す。そ れ に、すべての 学年で商業 科目が加わり ます。
学習のペースは ゆっくりとし ていますが 、中 には、 英検、漢 検、数検、ビ ジネス文書 実務
検定などの資格 取得に挑戦す る生徒もい ます 。
高校の内容だけ でなく、小学 校、中学校 の 学 び直しにも力を 入れており、 間人分校独 自
の「間人式検定 」を行ってい ます。先生 方の 手作りのプリン トに取り組み 、成績の良 かっ
た人は、年度末 に表彰されま す。
また、
「つながる 力向上プロ グラムα 」と 呼ん でいますが、ソー シャル・ス キル・トレ ー
ニングを取り入 れています。 これは、 社 会生 活に欠かせない コミュニケー ション能力 を身
に着けるための もので、内容 は 間人分校 の先 生方が考えてい るそうです。
間人分校では 、さまざまな 活動に取り 組ん でいます。
海水浴シーズン を前に、観光 協会の人た ちと 協力して実施す る、後が 浜清 掃ボランテ ィ
アは、毎年恒例 の行事となっ ています。 浜清 掃の後は、野外 クッキングの 時間で、バ ーベ
キューをして楽 しく交流して います。
３年生・４年生 の先輩は茶道 体験や 、琴 引浜 に行き、豊かな 自然の中で短 歌を作り発 表
するという、短 歌講座に取り 組んだそう です 。私たちも、１ １月に、百人 一首をする こと
になっています 。
定時制通信制 の高校では、 生活体験発 表大 会という大きな 催しがありま す。９月に 各校
の代表生徒によ る京都府大会 があり、最 優秀 となった生徒は １１月の全国 大会に出場 しま
す。間人分校で は、４年生に よる校内予 選を 行い、代表生徒 を決定してい ます。

近年は、自主 的にボランテ ィア活動に 取り 組む生徒も増え てきました。 雨の降る中 、一
日中、歴史街道丹 後 100km ウルトラマラ ソン のスタッフとし て活動をした 人もいます し、
プラスワンスタ ディと言って 、毎週、間 人小 学校で活動して いる人もいま す。
間人分校では 、学年のレベ ルに応じた 進路 学習を行ってい ます。 １年生 は体験型進 路ガ
インス、２年 生は企業見 学、３年 生はインタ ー ンシップと いっ たように段階 を重ね、現在、
４年生は希望進 路を実現する ために、そ れぞ れの取組をして います。
私たちの高校 生活は、始ま ったばかり です が、多くのこと を学び、自立 した社会人 への
階段を上ってい きたいと思い ます。

「全国 大会 に出場 して」

２年

元 井優 穂

８月の中旬、 東京の国立 競技場で全国 高等 学校定時制通
信制陸上競技大 会があり、 私は走り高跳 び、 走り幅跳び、
リレーに出場し ました。昨 年に引き続き 、２ 度目の出場で
す。今年は、高 跳びで７位に 入賞するこ とが できました。
国立競技場は とても広く 、いつも以上 に緊 張しました。
トラックもフィ ールドも、と もにタータ ンで 、観客席もたく さんあり、一 番高い所で は、
他の競技場では 見ることので きない景色 が見 られます。大き なスクリーン には、決勝 に出
場する選手が映 し出されます 。名前を呼 ばれ て、手を挙げ一 礼するだけな のですが、 とて
も緊張しました 。そして、誇 らしい気持 ちに なりました。
全国大会で得 たことがいく つかありま した 。一番うれしか ったのが、友 達ができた こと
です。昨年 、友達 になった人 と今年再会 し、今 年初めてあった 人とも 、親しくなり ました。
全国大会に出場 したからこそ 、京都府以 外の 人とも話ができ ました。新し くできた友 達と
話すことで緊張 がほぐれ、リ ラックスす るこ とができました 。
昨年、愛知県 の人と友達に なりました 。彼 女は今年、走り 高跳びで１メ ートル６０ セン
チの大会記録を 樹立しました 。私は、自 分の ことのようにう れしくて、手 を取り合っ て喜
びました。そし て、このこと が私にとっ て、 とても励みにな りました。
実は、高跳 びの結果が 、昨年は ４位で今年 が ７位だったので 、とても くやしかった です。
来年は、一つで も順位が上が るようにト レー ニングや実践練 習、フォーム の確 認をし っか
りやっていきた いです。そし て、４年生 の時 には、３位以内 に入りたいで す。
全国大会に参 加して学んだ ことは、自 分一 人で競技に参加 しているので はなく、引 率の
先生方、京都府 の代表メンバ ー、友達、 家族 、学校のみんな 、たくさんの 人の応援や 協力
があって、今 、自分が ここにいる ということ で す。感謝の気 持ちを忘れ ず努力を積み 重ね、
来年もまた、友 達との再会を 果たしたい と思 います。

「 インタ ーン シップ を終え て」

３年

田中 秀明

今回、私が発表 させていた だくのは、今 年の 九月十日か
ら九月十三日に かけて取り 組んだインタ ーン シップの体験
談です。
私のインターン シップ先は 、峰山図書館 でし た。私は書
物が好きで、司 書にあこが れているとい う思 いを先生たち
に話したところ 、図書館で 実習ができる よう にと計らって
もらえました。 そのおかげで 、自宅に近 い峰 山図書館で実習 ができたので す。
先にも述べまし たが、私は司 書にあこが れて います。ゆえに 、インターン シップはと て
も張り切りまし た。
図書館での仕事 は多岐に渡り ます。新刊 図書 の整理や、赤ち ゃんや幼児な どへの絵本 の
読み聞かせ、そ れにイベント のチラシ作 りな どがあります。 その中でも一 番 好きで楽 しい
仕事は、利用者 から返却され た図書を、 書棚 に戻す仕事です 。ちなみにそ の仕事は正 式に
は「配架（はい か）」といい 、書棚は「 書架 （しょか）」とい うそうです 。
なぜ私が、図書 の返却が好き かというと 、仕 事の中で一番本 と接する時間 が長いから で
す。しかし 、私にとっ ては一番楽 しい返却の 仕 事ですが、逆 に我慢の時 間でもありま した。
なんせ私は本が 好きですから 、魅力的な タイ トルや表紙を見 つけてしまう と、ついつ いそ
の本を開いてし まいたくなる 衝動に駆ら れる のです。その中 に、どんなこ とが書かれ てい
るのか、どんな 世界が広がっ ているのか と思 うと心躍ります 。ですが、私 はじっと我 慢を
して、仕事を全 うすることが できたと思 いま す。
仕事をするとい うことは、自 分以外の人 や社 会の役に立つと いうことだと 思います。 仕
事をしている時 間は、プライ ベートな時 間で はありません。 インターンシ ップを終え て、
公私のけじめを つけることが 大切なのだ と気 づきました。
最後に、峰山図書 館の職員の 皆様、図書館 の利 用者の皆様には 大変お世話に なりました 。
そして、私のつ たない発表に 最後まで耳 を傾 けてくだ さった 皆様、本当に ありがとう ござ
いました。
図書館はワンダ ーランド、魅 惑の小宇宙 です 。どうぞ皆様も 図書館のご利 用をお願い い
たします。

「 チャレ ンジ 」

４年

蛭子郁 弥

入学したころは 「４年間っ て長いな」と 言っ ていたのに、
高校生活もあと わずかとな りました。今 は、 希望する進路の
実現や、卒業に 向けて頑張っ ています。

私の家から間人 分校までは自 転車で１時 間近 くかかります。 また、定時制 であり、他 の
高校よりも１年 多く通わなけ ればいけま せん 。それでも間人 分校に行こう と決めたの は理
由があります。
私は、小学校の 高学年のころ からいじめ を受 けるようになり ました。引っ 込み思案で 何
も言い返せなか ったのでいじ めやすかっ たの かもしれません 。仲間はずれ にされてク ラス
の輪に入れても らうことがあ りませんで した 。
中学校に入学 して１年目は 大丈夫でし たが 、２年生になって クラス替え をしたとた んに、
また、仲間はず れにされるよ うになりま した 。小学校の時の ことを知って いる人が言 い出
したのがきっか けでしたが、 クラスで発 言力 のある、元気の いい子たちを 中心に、仲 間は
ずれをする人は 増えていきま した。学校 は休 まずに行こうと 頑張っていま したが、体 育祭
の練習などの、 集団で活動す る輪の中に は入 ることができま せんでした。 先生にも相 談を
しましたが、い じめの状況は 変わらず、 中学 校を卒業するま で続きました 。
高校受験の時は 、どこの高校 にしよ うか と迷 いました。みん なと同じ高校 に行ったら ま
たいじめられる かもしれない と思い、知 った 人がいない高校 に行こうと考 えました。 間人
分校に見学に行 ってみると、 少人数で、 授業 の雰囲気も良く 、先生と生徒 が会話をす る様
子も明るくて、 ここでなら頑 張れると思 い、 間人分校に決め ました。
入学前は「またいじ められるのか な。」
「一人 ぼっちになった らどうしよう 。」という不安
な気持ちでいっ ぱいでした。 しかし、中 学校 でのいじめを知 っている人が いなかった せい
か、高校に入学 してからはい じめられる こと もなく、クラス の仲間とも話 せるように なっ
ていきました。 ５月、６月は 球技大会、 海岸 清掃とバーベキ ューといった 行事があり 、学
年の枠を超えた 班構成で、先 輩とのつな がり も強くなりまし た。仲の良い 友人ができ ると 、
さらにその輪が 広がって友達 が増えてい きま した。「これがい じめのない 生活か……。」と
改めて実感しま した。
高校では文化祭 や体育祭の練 習、その他 の学 校行事など、他 の人たちと同 じように参 加
することができ ました。学校 行事への参 加は 、多くの人にと っては当たり 前のことか もし
れません。しか し、その当た り前のこと が中 学時代にはでき ませんでした 。今は、こ んな
にも簡単に参加 できるように なって、と ても うれ しい気持ち です。クラス の輪の中に いる
ということで、 今まで引っ込 み思案で受 け身 だった私が少し ずつ変わって いきました 。自
分の意見を持っ たり、積極的 に発言をし たり 、以前は人の目 を気にして目 立たないよ うに
してきた自分が 変わっていく のを感じま した 。今までしてこ なかったこと にも挑戦し てみ
ようと思った時 に、先輩から 生徒会役員 に誘 われました。去 年、生徒会と して取り組 んだ
行事の中では、 文化祭が一番 印象に残っ てい ます。準備や司 会など大変で したが、生 徒会
の役員でダンス の発表も行い 、とても充 実し ていました。今 は、前よりも 強くなった 自分
を意識するよう になりました 。去年の文 化祭 では友人と漫才 にも挑戦し、 笑いをとる こと
ができたので、 今年もステー ジに立つ準 備を 進めています。
中学校までは、 人前に立って 自分が何か をす るなんて考えら れませんでし た。しかし 、

そんな私が、高 校生活の中で 多くのこと を経 験し、少しずつ 自信をつけ、 今まで自分 がや
ってこなかった ことにチャレ ンジする勇 気を 持つことができ ました。
生徒会や生活 体験発表など で大勢の人 の前 で話をすること 、体育祭や文 化祭でみん なと
協力して何かを やりとげるこ となど、 自 分か ら積極的に行動 することを高 校生活の中 で学
びました。
将来は、調理師 免許を取って いつか自分 の店 を出したいと思 っています。 おいしいも の
を食べた時、人 は笑顔になり ます。自分 が作 った料理を「お いしい」と言 って喜んで もら
いたい。だから 、調理師とし て働きたい と考 えました。こん な夢を持つよ うになった こと
からも、この間人 分校に入っ て自分が成 長し たことを実感し ます。人のた めに何かを する 、
人の笑顔がみた い、そんな夢 を持つこと がで きました。
私はこの学校に 来て本当に良 かったです 。こ の学校で友人を 得たこと、そ してたくさ ん
学んだことを、 この先の人生 に生かして いき たいと思います 。

