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新任式・始業式 

 ４月９日（月）新任式と始業式がありました。  

新任式では９名の教職員が着任し、新任者代表として若林教頭が挨拶の言葉を述べました。  

 始業式では吉田校長より、「個々に修正した取組みが実る年になるよう、普段から『志を持ち語れるように

すること』と『他者尊重の精神』を意識して過ごしてほしい」とお話がありました。 

 

入学式・対面式 

 ４月１０日（火）２８０名の新入生を迎え、入学式が挙行されました。 

 新入生を代表して中島安海さんが宣誓の言葉を述べ、入学式は厳粛な中にも清新

な雰囲気で終わりました。 

 式後、生徒会主催による対面式が行われました、生徒会長の飛田萌衣さんの歓

迎の言葉に続いて、新入生を代表して宮本もえさんが清々しく挨拶をしました。

吹奏楽部による恒例のステージドリル（歓迎演奏）の後に、担任に先導されて新

入生は各教室に入っていきました。 

 

平成３０年度 学級担任等の紹介  

今年度の学級担任等、および部活動地域指導者の方をご紹介します。 

今年度は、１２名の地域指導者の皆さんにご協力いただき、生徒の部活動指導を支えていただいております。

1 年間よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年度 学級担任等 

校長 吉田彰二（数学）  教頭 若林牧彦（理科）・鳥居俊孝（国語） 

１年学年部                     【学年主任】 小村 智子（国語） 

 担任 副担任  担任 副担任 

1（普） 岡田（数学） 三島（理科） 6（普） 須田（芸術） 多久和（地公） 

2（普） 岩田（英語） 立原（理科） 7（体） 山上（保体） 堀（数学） 

3（普） 寺井（理科） 磯田（地公） 学年付  

4（普） 福原（数学） 永田（英語）  松本（芸術） 柳楽（保体） 

5（普） 小村（国語） 石飛守（英語）  藤原智（国語） 安田（養護） 

２年学年部                    【学年主任】 神門 宏和（英語） 

1(B) 小村尚（地公） 石橋（国語） 6(C) 吉岡（理科） 佐々井（保体） 

2(B) 今岡（国語） 有藤（理科） 7(体) 小村健（保体） 杉谷（地公） 

3(B) 尾原（英語） 川井（数学） 学年付  

4(B) 神門（英語） 臼井（理科）  福田（国語） 田中（英語） 

5(C) 藤井（数学） 田村（地公）  森山（数学） 曽田（保体） 

３年学年部                     【学年主任】鐘築 誠（数学） 

1(B) 下澤（数学） 大屋（英語） 6(C) 元田（理科） 舟津（英語） 

2(B) 青木（英語） 木村（国語） 7(体) 上田（保体） 小林（保体） 

3(A) 藤原（数学） 廣幡（地公） 学年付  

4(A) 古川（国語） 赤木（地公）  久野（家庭） 坂上（実習） 

5(C) 鐘築（数学） 渡部（地公）  大島（保体） 石飛佳（養護） 

普：普通科 体：体育科  ☆２,３年  （Å)（Ｂ）文系コース （Ｃ）理系コース  

 

平成３０年度 部活動地域指導者の皆さん 

【運動部】 

体操競技部（女子）  古川 絵里香さん 

 バレーボール部（男子）伊藤 篤さん 

 サッカー部      高橋 拓也さん 

 ソフトボール部（女子）岡本 重一郎さん 

 硬式テニス部（女子） 長島 清文さん 

 【文化部】 

 華道部   片岡 恵子さん 

 茶道部   今岡 純子さん 

 合唱部   狩野 麻実さん 

 吹奏楽部  坂口 雄磨さん、高橋 陽香さん、 

板垣 倫子さん、柳楽 智史さん 

 



遠足 ４月１８日（水） 

１年生は大社町散策、全行程１２km を歩き抜きました。２年生はアクアスを訪問、シロイルカのショーに歓

声を上げました。３年生は蒜山高原センターで童心に戻ってアトラクションを楽しみました。 

 晴天に恵まれ、思い出に残る遠足となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年度 生徒総会およびＦＨＴ総会 ４月２５日（水） 

前期生徒総会が上記の日程で行われました。目標は『一蓮托笑』。執行部メンバーを紹介します。 

 

 

 

 

また、同日 FHT の総会が行われました。FHT とは“Future Homemakers of Taisha”の略称で、大社高校

の家庭クラブの名称です。各クラスに委員がおり、委員を中心に「料理講習会」「保育園訪問」「高齢者への年賀状」

「学園祭バザー」「お弁当コンテスト」などを行っています。代表役員を紹介します。 

 

 

 

PTA総会  ５月１２日（土） 

PTA 総会には、１７３名の保護者の皆様にご出席いただきました。ご多忙な中、本校の PTA 活動にご参加

いただき、誠にありがとうございました。 

 

代表役員紹介  

会長 曽田 千尋（２年６組） 副会長 佐野 瑞季（２年３組） 会計 遠藤 史都（１年４組）  

議長 尾添 里紗（２年１組） 副議長 石飛 美結（２年５組） 監査 大野 千笑（１年３組） 

  

 

執行部員紹介  

 会長  飛田 萌衣（３年４組）  副会長 大谷 歩紀（３年１組）・田邊 夢（３年４組）  議長 小川 穂夏（３年１組） 

副議長 昌子実那美（３年１組）・須谷 美結（３年１組）  書記 廣田 恵（３年１組）・畠中 美優（３年３組） 

会計  飯島 紗弥香（３年６組）  応援リーダー 嘉藤 昌哉（２年６組） 

 



 
部活動成績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県総体を応援します。～ふれあい委員会、FHT、放送部～ 
来る県総体に向け、ふれあい委員会は「メッセージボード」 FHTは「応援クッキー」で選手たちを応援しまし

た。また、放送部が昼休みに校内放送の中で、このメッセージのいくつかを取り上げたりして校内の応援ムードを

さらに盛り上げました。 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

【今後の予定】  

  

  

 

 

 

 

 

 

6月  

16日(土) 土曜補習① GTEC公開検定 

18日(月) 試験発表 

23日(土) 登校日 

25日(月) 期末試験（～29日） 

27日(水) 振替日 

7月  

3日(火) 球技大会 

14日(土) 県高校文化フェスティバル（大社うらら館） 

20日(金) 終業式 

23日(月) 夏季補習（～30日）保護者面談（～26日） 

 31日(火) 社高オープンスクール 2018 

女子バレー部 

中国高等学校 

バレーボール 

選手権大会 

兼島根県予選 

（４／１３～１５）  

優勝 

 

剣道部 

中国高等学校剣道選手権大会

県予選（４／２１、２２） 

男子： 団体戦優勝  

個人戦優勝 鶴原哲也 

女子： 団体戦優勝     

個人戦優勝 西村澪里 

 

女子ソフトテニス 

中国大会島根県予選（４／２７～２９） 

団体戦 優勝 

 

IZUMO 合唱フェス ～合唱部～ 

 
 

５月６日（日）イオンモール出雲店にて 

市民の皆さんに美しいハーモニーを届けました。 

配布物、届いていますか？ 

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

刷し、配布しています。普段からお子様と

のコミュニケーションをとっていただ

き、定期的に確認していただくようお願い

します。 

また、配布物の多くを本校ホームページ

に掲載しております。随時ご覧ください。 

FHTのクッキー 

手作りクッキーに激励

のメモを添えて 

 

ふれあい委員会 選手を励ますあたたかい言葉 

 

放送部 

NHK 高校放送コンテスト 出雲・石見地区大会 

朗読の部１位 坂越七虹  アナウンスの部１位 成相杏菜 



【特集】第５６回島根県高等学校総合体育大会・ダンスドリル選手権中四国大会 

壮行式 ５月１８日（金） 本校体育館にて 

生徒会副会長と校長先生からの激励の言葉、野球部を中心とした応援団のリードによる全校生徒からの熱い

エールが体育館を熱気に包みました。各部主将は決意の言葉を、部員たちは総体への思いをまなざしに込めて

全校生徒に送り返しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５６回 県総体 各部の結果  

部活動 主な結果 

陸上競技部 男子：総合優勝 女子：総合優勝 男子優勝種目：100mハードル（京極史弥） 走高跳（陶山勇人） 

棒高跳（高畑友哉） 砲丸投（金山光明）  

ハンマー投（平岡紀彦） やり投（三原太一） 

女子優勝種目：100mハードル（長﨑さゆり） 棒高跳（園山実沙季） 

砲丸投、やり投（木原彩弥） 円盤投（牛尾結香）  

七種競技（月森希歩） 

サッカー部 準優勝 

バレーボール部 男子：ベスト 8 女子：優勝 

バスケットボール部 男子：１回戦敗退 女子：２回戦敗退 

剣道部 男子：団体優勝、個人優勝（加藤大征） 女子：団体優勝、個人優勝（角玲奈） 総合優勝  

体操競技部 男子：団体優勝、個人総合優勝（和田來夢） 女子：団体準優勝、個人準優勝（原夏美） 

ソフトテニス部 男子：団体 2回戦敗退 女子：団体優勝、個人ベスト 4（山本・本田ペア） 

卓球部 男子：２回戦敗退 

弓道部 男子；団体予選敗退 女子：団体 4位 

ソフトボール部 女子：ベスト 8  

硬式テニス部 
男子：団体１回戦敗退 シングルスベスト 8（三浦樹） 

女子：団体２回戦敗退 

水泳部 

男子：背泳ぎ 200ｍ優勝（有田璃空）、バタフライ 200m優勝（種天斗）、 

800mリレー（フリー）優勝   

女子：バタフライ 100m、200m優勝（種琴羽）  

全国高校ダンスドリル選手権中四国大会（HIPHOP small 部門）結果 

ダンス部 3位（全国大会出場） 



 


