
令和３年度 出雲農林高校 ２学期終業式 

１２月２４日（水）弥山の見える北群山から、明るく柔らかな日の光が射す 

小春日和のもと、令和３年度２学期終業式を行いました。 

コロナ感染予防対策として、館内一杯に間隔をとる等の対応をして、全校生徒と 

教職員が一堂に会しました。 

   

進行は、生徒代表で行います 

２学期 各種表彰 

    



 

          

          

 

終業式では、校長先生から今年１年の学習活動を振り返り、新年に向けての 

更なる発展と多くの幸せが来るように、と訓話がありました。 

   

                 

 

 



 

令和３年度第２学期終業式 訓話 

校長 山根 登 

新型コロナウイルス感染症は、ワクチン接種、日頃の予防対策などの効果から収束に向か 

いつつありましたが、オミクロン株の出現が世界に広がりを見せ心配な部分があります。国 

内にもこの株の感染者は２３日現在、１６０人を超えて確認されていますが、中国地方の新 

規感染者はかなり減少していますので、やや安心できる状況ではないかと思います。こうし 

た中、第２学期の終業式を皆さんと一緒に、体育館で対面して実施できることを大変うれし 

く思います。 

この学期は、体育祭や農業祭、３年生の進路決定、２年生のインターンシップ、各部の新 

人大会、農業クラブの全国大会などそれこそコロナ禍での行事や活動が数多くありました。 

どれも感染症対策に頭を悩ましたものばかりだったと思いますが、生徒会や農業クラブ、家 

庭クラブの役員の皆さんを中心に、また、担任の先生や教科及び学科の先生方との効果的な 

対策や工夫を考えていただきながら実施ができました。参加、出場のなかには先ほど表彰し 

ましたように、実に５５名もの人が各種の受賞ができたことは、不断の努力の賜でしょうし、 

昨年は開催されなかった「先輩の分まで頑張ろう」という意識もあったと思います。とにか 

く、これまでの鬱憤を晴らすかのような活躍ぶりは、本当に素晴らしいと感じました。これ 

から受検し結果が集計される英検や漢検、農業技術検定などにも取り組みの度合いを緩める 

ことなく挑んで欲しいと思いますし、多くの皆さんが合格されることを期待しています。 

さて、半年以上前になりますが、５月の全国農業校長会でオンラインによる講演を聴きま 

した。講師は、静岡県立大学経営情報学部 教授 岩崎邦彦先生でした。講演テーマは、「農業 

を強くするブランドづくり」と題して、約９０分のお話しでした。この先生のお話を聞くの 

は、もちろん初めてでしたがテーマの「ブランドづくり」は、農業はもちろん全ての経済活 

動に係わる人にとって特別なミッションであり、憧れでもあると考えていましたので、興味 

を持ちながら話を聞くことができました。岩崎先生がお話しになったブランドとは、他の商 

品にはない“突出したもの”、これを「とんがり」と表現されていました。これは商品のお話 

ですので、これを私たちの学校や皆さん一人一人に置き換えてみると、「魅力」や「魅力的」 

と言えると考えます。今ここに居る皆さんは、同じＡタイプ或いはＢタイプの制服を着てい 

ます。外から見た様子はほとんど同じですが、「私は測量士補を持っています」とか、「漢検 

２級を取りました」、またある人は、「自分でそばを打つことができます」や「お米の食味を 

よくする秘訣を知っています」など、自分の魅力を高める技や知恵を持った人がたくさんい 

ます。この技や知恵そして経験は、これからの人生にとって必ず良い意味や働きをしてくれ 

るものと思います。幸い本校では、そうした皆さんの魅力にも繋がる検定や資格、免許、地 

域と連携した取り組みにしっかりアプローチしてくださる先生方ばかりです。あらためて、 

毎日の授業をベースに高校生としての常識を持ち、魅力的で豊かな人生設計ができる出雲農 

林高校生として、成長し自立してくれることを願っています。先ほどの岩崎先生のお話は、 

「小さな会社を強くするブランドづくりの教科書」というタイトルの本で詳しく読むことが 

できます。図書館にありますので、興味や関心をもった人は是非読んでみてください。 

２０２１年もあと７日間で終わりです。皆さんやご家族の方が、健やかに年末年始を迎え 

られ、来たる年にたくさんの幸せが来ますことを祈念して２学期終業式の訓話とします。 

以上 

 



 

部活動　等 大会名　等 種目 成績 学科 学年 代表生徒

１位 植物 2 三島　まりあ

２位 動物 2 橋本　寧々

植物 2 三島　まりあ

動物 2 橋本　寧々

１位 環境 2 片伊勢　志哉

２位 動物 2 漆谷　海里

環境 1 磯田　朔冶

環境 1 浦部　　輝

女子 １位 植物 2 山本　的依

女子 ２位 植物 1 有田　しゅら

女子 １位 動物 2 井谷　桃子

女子 １位 食品 1 猿木　雅

女子 １位 動物 2 井谷　桐子

男子67㎏級 １位 動物 1 沖野　真一郎

男子89㎏級 １位 環境 1 山本　雅尚

男子96㎏級 １位 動物 2 井谷　太一

陸上 第６７回島根県高等学校新人陸上競技大会 男子　走高跳 ２位 環境 2 加藤　紳磨

3位

3位

太鼓部 第21回郷土芸能の集い 和太鼓部門 優秀賞 食品 2 杉山　駿貴

俳句部門 優良作 動物 3 森山　蘭那

短歌部門 優良作 動物 1 藤原　結衣

詩部門 佳作 食品 2 佐藤　向陽

植物 3 佐々木　麻衣子

植物 3 福城　美咲

動物 3 芥屋　真生

動物 3 高橋　さくら

植物 2 清間　光旺

植物 2 田部　紗理

食品 2 佐藤　向陽

植物 1 野津　翔聖

動物 1 森山　天音

植物 2 松井　海央

植物 2 田部　紗理

意見発表会　分野Ⅱ類 最優秀賞 動物 3 江口　歩那

意見発表会　分野Ⅲ類 優秀賞 食品 2 苗村　幸子

プロジェクト発表会　分野Ⅰ類 食品 3 児玉　匠海

プロジェクト発表会　分野Ⅱ類 植物 3 高橋　香穂

プロジェクト発表会　分野Ⅲ類 動物 3 高橋　さくら

環境 3 矢野　翔汰

環境 3 山口　尋翔

環境 3 山田　智也

農業鑑定競技会　区分造園 環境 3 西岡　怜奈

農業鑑定競技会　区分農業土木 環境 3 今岡　竜希

農業鑑定競技会　区分食品 食品 3 山田　理水

農業鑑定競技会　区分畜産 動物 3 瀨川　凜華

農業鑑定競技会　区分畜産 動物 3 渡邊　汐音

読売賞 植物 2 山藤　青空

植物 2 大坪　愛梨

植物 2 伊藤　大貴

食品 2 高見　瑠菜

食品 2 今岡　春花

食品 2 田中　里奈

家庭クラブ ユニセフ協会　学校募金活動 植物 3 藤原　叶翔

国語科 第６７回島根県青少年読書感想文コンクール　 自由読書の部 優良賞 食品 1 久保紗也子

書道 第２６回　中国地区高等学校書道展
特選

Ｗｅ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　ＵＮＩＣＥＦ賞

植物科学科 米・食味分析鑑定コンクール 国際大会　第２３回全国農業高校　お米甲子園 金賞

農業クラブ

第41回日本学校農業クラブ
中国ブロック連盟大会

優秀賞

第72回日本学校農業クラブ
全国大会兵庫大会

平板測量競技会 優秀賞

優秀賞

川上侑紗
島根県高等学校バレーボール新人大会

文芸
令和３年度島根県高等学校

文化連盟文芸専門部　文芸コンクール

美術 令和３年度高文連出雲地区絵画コンクール 入選

ウエイト
島根県高等学校新人

ウエイトリフティング競技選手権大会

バレー
島根県高等学校バレーボール選手権大会

食品 2

令和３年度２学期　表彰者一覧　　

カヌー 中国高等学校新人選手権

女子カヤックシングル

女子カヤックペア １位

男子カナディアンシングル

男子カナディアンペア ２位


