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新型コロナウイルスの影響で卒業式が
中止になる中、中之島小中学校では規模
を縮小した形で卒業式が行われた。島の
中学３年生にとって卒業式は、十五年間
育ててもらった親元や地域を離れる島立
ちの節目。自立への一歩だ。
卒業式を実施してくれた学校には、感
謝の気持ちでいっぱいだ。今春、長女は
初めて親元を離れ、本土の高校へと進学
していく。数十年前、私自身がそうであ
ったように、長女は新しい生活への不安
と喜びに満ちている。
私の親も子供の成長を感じながらも、
十五歳で手元から離す心配や寂しさの中
で送り出してくれたのだろう。自分が親
となった今、その思いに触れ感謝しかな
い。
親として巣立つ娘に思うのは、今まで
お世話になった地域の方や、先生方に感
謝の気持ちを忘れずにいてほしい。そし
て、新しい生活で出会う人々に対しても
優しく、感謝できる人でいてほしいとい
うことだ。
十五の春。島は、寂しさと希望に満ち
た季節だ。
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とにかく疲れた１年でした。た
くさんあった行事をていねいにが
んばったからです。特にがんばっ
たのは三つです。
一つは水泳です。平泳ぎの練習
をがんばりました。おかげで５００メート
ル遠泳にチャレンジでき、タイムを縮める
ことができました。
二つ目は運動会です。全校児童９人なの
で、二十一ある種目でたくさんの競技に参
加しなければなりません。応えん合戦やソ
ーラン節は声出しも大変です。練習で失敗
を減らすことができました。
三つ目は持久走大会です。島一周道路約
２㌔を走ります。練習では、ほとんど歩い
ているようになりました。気合で自己記録
を２分も縮めることができました。
この１年を振り返ると、疲れることばか
りでした。疲れた分、ぼくの
成長を助けたと思います。６
年生でも努力を続けます。
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宝島中学校

そつぎょうおめでとう

気概に満ちた」十島の教育

「３月３日から学校はお休みになりま
す」。ニュースで聞いていましたが、遠
いばしょの話だと思っていました。友だ
ちと遊べなくなるし、家でひとりぼっち
になる。お姉さんのようにしたっている
６年生のえくさんに会えないなんて、す
ごくさみしい気もちになりました。
学校はお休みですが、きゅう食だけは
あります。三〇分間のみじかい時間です。
えくさんと話ができるのは、この時間と
学校への行き帰りの時間だけです。この
時間はとっても楽しみです。ドラマの話
をしたり本の話をしたりします。
もうすぐそつぎょうしきです。えくさ
んは東きょうに帰ります。しきのれんし
ゅうはできないけど、たくさんの気もち
をこめて「えくさん、そつぎょうおめで
とう。いろいろと、ありがと
う」ということばをおくって
あげたいです。
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私は，中学１年生の９月から宝島に山海留学生とし
て来ました。初めて宝島に来たとき，ここでしっかり
やっていけるか不安でした。しかし，学校では先生方
や児童・生徒のみんながとても良い人たちで，私は「こ
の島にやってきて良かった」と思いました。
これまでで，一番印象に残っているのは体育の授業
でウインドサーフィンをしたことです。島民の方に教
えてもらって，港で体験しました。初めての体験でし
たが，思っていたより上手にできて嬉しかったです。
ぜひ，またやりたいと思いました。今年の夏も楽しみ
です。
私は，４月に受験生になりました。この島での生活
も残り一年。そのため，私は頑張りたいことが二つあ
ります。第一は，学校や島での行事です。一つ一つの
ことに全力で精一杯取り組みたいです。第二は，勉強
です。高校受験に備えて，模試などを積
極的に受ける必要があると思います。
「ど
うしてあのときしなかったんだ」と後悔
しないようにしたいです。そして，一年
後の私が「宝島に来て本当に良かった」
とさらに思えるよう，残りの一年を大切
に過ごしていきたいです。

【小宝島小・中学校からのメッセージ】
教諭 坂本 剛
小宝島小・中学校に赴任して 1 年間過ぎました。妻
と子ども 2 人の 4 人で小宝島に来ました。病院が無い，
店が無い，ガソリンスタンドが無いと，今までの生活
とは全く異なる環境での生活に不安を覚えましたが，
実際に暮らしてみると特に不自由なく暮らすことがで
きています。今までの生活では，長距離通勤というこ
ともあり，子どもが寝ている時間に家を出て，帰って
きたらもう寝ているということもありましたが，ここ
での生活では，毎朝一緒に朝ご飯を食べ，夕方に一緒
に遊べる時間も取れることもあり，家族で過ごせる時
間が増え，とても充実させることができました。
自分の仕事に関しても，初めてのことだらけでした。
専門教科以外の保体の指導では，初めての一輪車指導
に始まり，水泳指導やダンス指導や剣道指導など非常
に苦労はしましたが，子どもたちとともに楽しく授業
を行うことができました。また，極小規模校という利
点を活かし，個別指導を充実して行うことができまし
た。今までであれば，個に合った指導を行うにも限度
があったのですが，十島ではそ
れが可能なので，自分自身の指
導力向上にもつなげることがで
きました。これからも十島の強
みを活かして，指導に励んでい
きたいです。
『教職員仲間であるあなた』への
私からのメッセージ
島と島とで地理的には離れてはいますが，子どもた
ちはもちろん，教職員も『十島は１つ』の精神で心を
つないで，お互いに助け合いながら本年度もみんなで
がんばっていきましょう。

