○創立 120 周年記念式典○

大社高校学校だより
平成３０年１２月
第５７号

大社高校は本年度で創立 120 周年を迎えました。10 月 20 日(土)に盛大に記念式典が開催されました。大勢のご来賓
のもと、大社高校の永い歴史の深さと重みを、生徒・教職員共に感じることのできる一時となりました。式典に合わせて、
以下のような様々な催しを行いました。
・記念講演会 「災害レジリエンス

～ 防災研究から見える社会と個人 ～ 」

講師 京都大学 多々納 裕一 教授（高校 32 期）京都大学防災研究所社会防災研究部門 教授 工学博士

○女子バレーボール部全国大会出場決定おめでとう！○
11 月 18 日（日）に松江市総合体育館で全日本バレーボール高等学校選手権大会島根県予選(通称春高
バレー県予選)の決勝戦がありました。相手はライバル安来高校。今回はオールストレート勝ちで勝利し全国大会の切符

・合唱部・吹奏楽部との合同演奏会
東京藝術大学 福島明也 教授（高校 28 期、声楽家・バリトン歌手）

を手に入れました。3 年ぶり 2 度目の春高バレー全国大会出場となります。大会会場でのたくさんの応援、本当にありが
とうございました。これで、今年度女子バレーボール部は春の中国大会予選・県総体・県選手権大会の３冠を獲得しまし
た。全国大会は、県大会以上にタフな戦いが待っていると思います。全国大会での活躍を期待します。

優勝おめでとう(T-T)

Winer！ Team Taisha!

☆全国大会初戦スケジュール☆
期日：平成 31 年 1 月 5 日（土）

旧中学玄関（現在のいなさ会館）

いなさ会館

式典の様子

会場：武蔵野の森総合スポーツプラザ
初戦：１３：１５～
対戦：文京学院大学女子中学校高等学校

○PTA 教育研修会 「手話に触れてみよう！－初めての方の手話講座－」○
１１月５日（月）、有朋舘２階大研修室において、「しまね教育の日」の取り組みとして本校ＰＴＡ主催の教育研修会を開

ご声援よろしくお願います m(._.)m。

催しました。今年度は、出雲市役所福祉推進課と連携し出雲市聴覚障害者協会の協力を得て、実施しました。
演題 「聞こえないってどんなこと」

2 学期校内球技大会（１･２年生）

講師 大瀧 浩司(おおたきこうじ) 様（出雲市聴覚障害者協会事務局長）

12 月 5 日（火）に本校体育館で球技大会がありました。２学期の球技大会は１･２年生だけの大会です。男女バスケッ
トボール、男子サッカー、女子卓球が、各会場で生徒主体の運営で行われました。期末テスト終了翌日の開催のため

豊かな表情、大きな身振り、分かりやすい手話で、保護者や生徒に沢山質問を投げかけられました。一方通行になら
ない参加型の素敵な講演でした。その後グループに分かれて手話講座があり、大変好評でした。

か、各クラス大盛り上がりでした。試験期間のストレスは発散されたことと思います。出場選手も応援生徒も、クラスみん
なで頑張ることができました。
～優勝クラス～
男子バスケットボール 【2 年 7 組】
女子バスケットボール 【1 年 5 組】
男 子 サ ッ カ ー

【2 年 5 組】

女 子 卓 球

【2 年 3 組】

男女のバスケットボールの優勝チームは、12 月 13 日（木）に出雲地区高体連球技大会（於：出雲商業高校）に出場し
ました。

【結果･･･ 女子１年５組 ３位！

男子２年７組 優勝！】

○体育科体験入学○
10 月 16 日(火)に、県内外の中学校から約
120 名の生徒や保護者が参加して、体育科体

○2 年生体育科大学訪問旅行○
１１月２０日から１泊２日で２年生体育科が、大学訪問へ出かけました。訪問先の大学は、体育系学部を有する、ＩＰＵ

説明会の様子

験入学が行われました。午前中は体育科につ

環太平洋大学（岡山県）、川崎医療福祉大学（岡山県）、福山平成大学（広島県）です。生徒たちは、高校とは違う大学構
内の広さや設備の充実さに驚くばかりでした。授業体験もできました。それぞれの大学の良さを自分の目で確かめること
ができ、進路選択の幅も広がりました。この経験をもとに自分の進路について考えるよい機会になったと思います。

いての説明がありました。3 年生の各部代表
者が歓迎の言葉を述べた後、交流の時間が
持たれました。午後からは部活動体験をしまし
た。在校生と一緒に運動し、授業の様子なども
聞くことができたりして、体育科への理解を深めてくれたと思います。今日のことが各自の進路決定の参考になってくれ
ることを願っています。大社高校の体育科に入学して再び会えることを楽しみしています。
川崎医療福祉大学

福山平成大学

環太平洋大学（IPU）

○３年生体育科 スケート実習○

○教育課程実践モデル事業授業研究会○

12 月 5 日(水)・7 日(金)の二日間、３年体

12 月 11 日に開催された本事業は、本年度

育科の生徒は平田の湖遊館でスケート実

2 回目となりました。今回は、現代社会、家

習を行いました。最初は氷の上に立つだけ

庭基礎、書道の授業を公開しました。ICT 機

で大変でしたが、指導員さんに基礎から丁

器も導入され、授業改善と学習評価の研究が

寧に指導してもらい、楽しく滑れるように

進んでいます。生徒が主体的に深く学ぶこと

なりました。これまで体育科の生徒はたく

ができるように、日々研鑽しています。

さんの野外実習を実施してきましたが、3
年生にとってはこれが最後の実習です。クラス替えのない体育科の生徒は本当に強い団結力を身につけます。滑

○課外活動＆部活動等大会結果報告
＆今後の予定○

って転んで痛い経験もありましたが、クラスみんなでとても楽しい思い出に残る実習でした。

読書感想文

剣道部

☆島根県青少年読書感想文コンクール

☆県高等学校新人大会 兼

○１・２年生

総合的な学習の時間○

２年の総学では、大社高校最寄りのこぐま保育園にて「保育実習」を行いました。この学習では、異年齢の理
解を深めるとともに職場での体験から自己のあり方を考えることを目的としています。具体的な活動は、事前学
習として、０歳児から６歳児についての成長や発達の違いや保育実習の心得を学びます。また、実習先では、こ
どもと触れ合うだけでなく、栄養士の方から朝食の重要性に関わる講話をしていただくなど、自らの発達につい

ICT を利用した現代社会

「書道」の様子

全国選抜予選

課題図書の部 最優秀賞 三吉佳奈子

男子団体 優勝（※全国選抜大会出場権獲得）

陸上競技部

女子団体 優勝（※全国選抜大会出場権獲得）

☆第 12 回 U18 日本陸上競技選手権大会
女子 100mH 長﨑さゆり ３位
☆中国高等学校新人陸上競技対校選手権大会

水泳部
☆中国新人大会
100m５位・200m７位 種 天斗

バタフライ

て考える機会ともなっています。また、
「進路探究」も行っており、自己分析や学校分析をするとともにクラスメ

男子総合の部５位 男子フィールドの部２位

200m 背泳ぎ ８位 有田璃空

イトと進路について語り合いながら、自己の進路を考える活動をしています。

女子総合の部５位 女子フィールドの部３位

400m リレー ７位 長岡・有田・今岡・種

走高跳 陶山 勇人 優勝

800m リレー ８位 長岡・有田・今岡・種

３学期には、志望理由書や小論文を書くなど、自分の意見や考えを表現するスキルを身につける活動を予定し
ています。

三段跳 志食真陽瑠 ２位

弓道部

110mH 長﨑さゆり 優勝（大会新記録）

☆中国高等学校新人大会

棒高跳 幸田未夢

優勝（大会タイ記録）

個人 金築 宏太、石飛 良基、矢田真依子 出場

円盤投 牛尾結香

３位

女子団体（矢田、伊藤、後藤、赤田） 出場
※その他入賞者多数

野球部
２年生
保育実習

園児たちと遊ぶ様子

先生からの説明

☆中国高等学校新人テニス大会

☆第 131 回秋期中国地区高等学校野球大会

シングルス出場

野田日向子

１回戦 大社 ３－４ 岡山理大附属

ダブルス 出場

野田日向子・湯座沙也加

※その他のたくさんの活動報告を大社高校 HP に掲載

１年生は、引き続き出雲市の課題解決型探究活動を実施しています。今回は出雲市の課題についてまとめ、実
際に取り組むため、市内各所に訪問取材をしていく予定です。そのための事前連絡をとる作業を学校から電話で
しています。予約を取り次ぐための電話の仕方など、実際の経験からたくさんのことを学ぶことができる良い機
会となっています。

○全国高等学校体育学科・コース連絡協議会研究大会の開催○
11 月 1 日(木)・2 日(金)に全国高等学校体育学科・コース連絡協議会研究大会
がありました。本校での開催は昭和 51 年以来 2 回目でした。全国各地の体育学
科・体育コースのある高校の教員約 100 名が大社高
校に集まり、授業見学や研究協議を行いました。1 年

体的に体育の授業に取り組み、学びあいを大切にし
ながら、体育に関する理解を深めていました。いき
いきと授業に参加している体育科の生徒を見て、全

していますのでご覧ください。
１月

２月

6 日(日)

センター模試リハーサル(～7 日)

5 日(火)

2 年体育科スキー実習(～8 日)

8 日(火)

始業式、課題テスト

19 日(土)

1･2 年全統希望者模試

1･2 年防災教育

14 日(木)

PTA 評議委員会

3 年センター試験受験者説明会

21 日(木)

学年末テスト(～26 日)

16 日(水)

1 年総学フィールドワーク

26 日(火)

寮大掃除

18 日(金)

3 年センター試験激励会、漢字検定

28 日(木)

いなさ会入会式･卒業式予行

19 日(土)

センター試験(～20 日)、1･2 年土曜補習

21 日(月)

センター試験自己採点

1 日(金)

卒業式

22 日(火)

推薦選抜検査日(休校日)

6 日(水)

高校入試(～7 日)

9 日(水)

大会要項

生は「剣道」、2 年生は「体つくり運動」3 年生は「ス
ポーツ総合演習」の授業を公開しました。生徒が主

女子硬式テニス

公開授業

３月

1 年進研記述模試、3 年個別対策補習開始

13 日(水)

前期生徒会役員立会演説会

2 年進研記述模試(～24 日)、３年防災教育

22 日(金)

終業式･離退任式

25 日(月)

入学予定者オリエンテーション

23 日(水)

国の体育の先生方から多くの好評をいただきまし
た。生徒は自信をつけてひとまわり成長したように

26 日(土)

1･2 年土曜補習

見えました。

30 日(水)

1 年大山集団宿泊研修(～2 月 1 日)

