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＊２・３年 Ａ・Ｂ＝文系クラス、Ｃ＝理系クラス       １年間よろしくお願いいたします。 

４月９日(水)入学式が挙行され、新入生

２８０名が大社高校に仲間入りを果た

しました。 

式典では新入生全員の名前が担任から

読み上げられ、「入学許可」「校長式

辞」の後、新入生代表１年６組の松井

晏輝さんが誓いの言葉を述べた。 

入学式後に行われた対面式では１年７

組の尾原千尋さんが誓いの言葉を述べ

た。 

また、昨年度同様吹奏楽部によるマー

チングが披露され、会場が盛大に盛り

上がり新入生を歓迎しました。 

 

校長 高木弘伸（保体）   教頭 才木雅伸（地歴）   教頭 長岡正和（数学） 
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島根県立 

大社高等学校 

学校スローガン 

平成２６年度クラス担任等 

１年部 学年主任 岩成紀子 

     担任       副担任  

１組普 藤原智子（国語） 立原 進（理科） 

２組普 安田仁美（英語） 柳楽達也（保体） 

３組普 神門宏和（英語） 片寄祐二（芸術） 

４組普 金田 尚（数学） 宇津香織（家庭) 

５組普 藤原隆志（数学） 松本健志（芸術） 

６組普 岩成紀子（国語） 柳楽明久（理科） 

７組体 石原健一（保体） 上田健一（保体) 

１年付 篠原節子（地歴）井佐子朗（数学） 

児山益子（英語）日野真紀子（養護） 

Lara Johnson（ＡＬＴ） 

 

２年部 学年主任 森山祐司 

     担任       副担任  

１組Ｂ 黒崎智博（地歴） 勝部雅生（数学） 

２組Ｂ 安田忠司（英語） 田中洋子（国語） 

３組Ｂ 小原陽介（数学） 板垣悟史（地歴） 

４組Ｂ 大門 透（理科） 廣幡聡子（地歴） 

５組Ｃ 森山祐司（数学） 山﨑 薫（英語） 

６組Ｃ 若林拓磨（理科） 曽田明浩（保体） 

７組体 小林明子（保体） 佐々井秀臣(保体) 

２年付 渡邊克彦（国語）山下かおり（英語） 

曽田利絵（養護）山田由美子（実習） 

 

３年部 学年主任 中村丈志 

     担任       副担任  

 １組Ｂ 大塚圭子（英語）  小村重雄（公民） 

 ２組Ｂ 中村丈志（理科）  星野清香（数学） 

 ３組Ａ 小村智子（国語）  原 敏行（公民） 

 ４組Ａ 青木智篤（英語）  門脇由生（地歴） 

 ５組Ｃ 影山祥大（数学）  有藤克巳（理科） 

 ６組Ｃ 井上千恵子（数学） 平井 誠（理科） 

 ７組体 石飛文太（国語）  山上 隆（保体） 

３年付 吉岡幸廣（国語）長谷川隆夫（地歴） 

清水 隆（英語） 

 

大社高校では、重要な配布物は普

段の配布物と区別しやすいように

黄色の用紙に印刷されています。 

重要な配布物が、保護者の方まで

届いていないというケースが報告

されています。 

きちんと届けるために・・・教員

も最善の努力を尽くし、情報発信

に努めますが、生徒の皆さんは普

段から配布物を保護者の方の手元

に渡るようにしましょう！また、

保護者の方も生徒の皆さんとのコ

ミュニケーションの一環として、

配布物を定期的に確認していただ

くようお願いします。 

平成２６年度入学式・対面式（４／９） 

届いていますか？ 重要書類 

これまでに配布された重要書類 

■「平成２６年度 島根県育英会奨学金（在学採用）の 

募集について」 

 

■「平成２６年度 大社高校奨学生および 

高等学校給付奨学生の募集について」 

 

■「各学年進路指導計画」 
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遠足に行ってきました！(4/23) 

) 

前期生徒総会・ＦＨＴ総会開催(4/22) 

自転車マナーアップモデル校に(4/14) 

県総体壮行式(5/20) 

今後の予定 

９日（月） 総体報告会 

      ３年身体測定・スポーツテスト 

１０日（火） ３年平日補習Ⅰ期開始 

       １年身体測定・スポーツテスト 

１１日（水） ２年身体測定・スポーツテスト 

１３日（金） ３年模試（～１４日） 

１４日（土） 土曜補習① 

１５日（日） 進路講演会（保護者） 

１６日（月） 進路講演会（１・２年）（３年） 

２７日（金） 期末試験（～７月１日） 

 

 １日（） 

１日（火） 寮大掃除 

２日（水） 球技大会（～３日） 

      壮行式 

      学園祭 HR 

５日（土） 土曜補習② 

８日（火） 芸術鑑賞 

９日（水） １・２年実力テスト 

１８日（金） 終業式 

       保護者面談（～３１日） 

２２日（火） 夏季補習（前期）（～３１日） 

２５日（金） ３年模試（～２６日） 

 １日（） 

布野幸利氏 講演会(4/16) 

４月１６日（水）にトヨタ自動車（株）相談

役の布野幸利氏（大社高校１７期卒業）によ

る講演会がありました。 

高校時代や海外での生活、仕事の様子など世

界を舞台に活躍されている卒業生の話が聞

け、大変勉強になりました。 

４月２３日（水）に遠足がありました。

３年生は蒜山高原センター・ジョイフル

パークへ、２年生はしまね海洋館アクア

スへ行きました。１年生は今年度、徒歩

遠足を実施し、出雲大社周辺を探索しま

した。 

天候にも恵まれ、仲間と楽しい思い出を

たくさん作りました。 

前期生徒会役員 

会長  永井佐和子（３年１組） 

副会長 岸真裕子 （３年２組） 

    濱村実希 （３年２組） 

議長  新田早紀 （３年２組） 

副議長 青木悠  （３年１組） 

竹谷波  （３年１組） 

会計  梶谷碧海 （３年２組） 

    曽田詩織 （３年６組） 

書記  福代紗和子（３年６組） 

高橋日奈子（３年３組） 

鎌田慧  （３年２組） 

 

４月１４日（月）に自転車マナーアップモデ

ル校委嘱式が本校体育館で行われ、昨年度の

出雲高校から本校へ引き継がれました。 

マナーアップモデル校として、今後とも自転

車の運転、乗り方、駐輪の仕方など全員で協

力していきましょう。 

 

FHT 
(Future 
 Homemaker of  
Taisha)  役員 

会長   金築歩美 （２年３組） 

副会長  藤原惇志 （２年３組） 

議長   糸賀龍  （２年１組） 

副議長  飯島あいか（２年６組） 

会計   井上瑞貴 （１年１組） 

監査   松井崇明 （１年２組） 

 
 

■サッカー（前期：県立サッカー場） 

■卓球（カミアリーナ） 

■バスケットボール（カミアリーナ，大社高校） 

■硬式テニス（浜山テニスコート） 

■陸上競技（松江市営運動公園） 

■サッカー(後期：松江市営運動公園) 

■ソフトテニス（松江市営運動公園） 

■水泳（県立水泳プール） 

■剣道（松江市総合体育館） 

■ソフトボール（出雲高校） 

■体操競技（県立体育館） 

■バレーボール（県立体育館） 

■弓道（益田市弓道場） 

前期：５／３０(金)～６／１(日) 

陸上競技・サッカー・体操競技・卓球 

後期：６／５(木)～８(日) 

サッカー・バレーボール・バスケットボール・剣道・ソフトテニス 

弓道・ソフトボール・硬式テニス・水泳 

（本校関係競技分のみ記載。開催日は競技によって異なります） 

 

５月２０日（火）体育館にて県総体の壮行式が盛大に行わ

れました。 

生徒会副会長や才木教頭先生からの激励の言葉に続き、野

球部による応援、生徒全員による校歌の後、各部のキャプ

テンが『今まで応援してくださった皆さんへの感謝の気持

ちを忘れず、最高の試合をしたい』と意気込みを語りまし

た。 

３年生 

１年生 

２年生 
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