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○鹿城祭２０１８ ～ 12O ライッ！I’ll do it! 始まる 120 回目の青春～○  

 ９月２日(日)・３日(月)に文化祭、９月６日(木)に体育祭と一大イベントである大社高校『鹿城祭』が盛大に行われまし

た。1日目の元 NHK解説委員の山本浩さんによる講演では、ドイツと日本を比較してスポーツに取り組む姿勢や考え方

の違いを具体例を挙げながらお話し頂きました。きちんと自分の意見を言えることの大切さ等も教えていただきました。

生徒会長の飛田さんがアドリブで自己紹介をするよう指名されましたが、山本さんもびっくりされるほど見事な発表でし

た。 １年生の合唱コンクールでは、美しいハーモニーで『結』を歌った１年３組が最優秀賞に選ばれました。クラス催し物

では、お化け屋敷『藤原教室』を手がけた３年３組が鹿城杯の栄冠に輝きました！ 

 

 

 

 

  

  

  

 

体育祭はあいにくの台風の影響で、初の出雲ドームでの体育祭とはなりませんでしたが、涼しく爽やかな天候とは対

照的に競技や応援合戦では熱い戦いが繰り広げられました。  

 

 

 

 

 

 

 

  

 １位 ２位 ３位 

デコレーション 青分団 紫分団 赤分団 

応援合戦 紫分団 赤分団 青分団 

体育祭総合 青分団 赤分団 紫分団 

平

平成３０年 

１０月 

第５６号 

演題「スポーツの内なる力」 

講師：山本 浩 氏 

ESS 部 

英語でスピーチを発表 

放送部 

全国大会で出品した作品を披露 

 

１年生 

合唱コンクール 

 

茶道部 

お茶席 

 

 

書道パフォーマンス 

 

クラス催し物 

 

クラス催し物 

 



長﨑さゆりさんからのコメント☺ 
＜インターハイ＞２年生で決勝に残ることができたの
は、これからの自信となり、良い経験になりました。し
かし、決勝では思うような走りができなかったことが悔
しく、自分の弱みだと思います。決勝で一番良い走
りができる選手になりたいです。 
＜国体＞高いレベルの中、３位に入ることができ
て、ｲﾝﾀｰﾊｲのリベンジが少しできました。ｲﾝﾀｰﾊｲと
違って県の代表として戦うので心の荷が少し重いで
すが、自分の最高の走りができました。島根県に少
しでも貢献できて良かったです。 

○１，２年生 総合的な学習 への取り組み○ 

２学年の総合的な学習は、２学期前半では「大学先生出張講義」を実施しています。情報収集・合意形成・表

現といったスキルを身につけ、他者と協働して解決しようとする態度の育成を目的としています。興味関心に沿

った学問分野の研究をし、関連する大学の講義を受け、これらをグループでまとめて発表をするという取り組み

を行っています。 

 

 

 

１年生は、出雲市の課題解決型探究活動を実施しています。出雲市役所の方に来ていただいて出雲市の現状を

把握し、各自が出雲市の課題を夏休みに考えてそれを解決に導くための施策を考えています。 

生徒は、地域を良くし活性化していこうという意欲が高く、ユニークな意見も多く出していました。今後、課

題をまとめたり、地域の方々とコミュニケーションをとったりしながら活動をしていきます。これらの学習を通

じて、これからの社会の課題や変化に臨機応変に対応できる能力を身につけ島根県で、世界で活躍できる人間に

育ってほしいと願っています。 

○大会結果報告○ 

今年も夏以降、たくさんの生徒が活躍しています。ここでは、インターハイなど８月から１０月９日までに行

われた大会の上位結果を紹介します。（敬称略）  

陸上競技部 

☆インターハイ：100M ﾊｰﾄﾞﾙ ５位 長﨑さゆり(２年) 

☆福井しあわせ元気国体：100M ﾊｰﾄﾞﾙ ３位 長﨑さゆり(２年) 

剣道部   

☆インターハイ：女子個人 ベスト１６ 角 玲奈(３年) 

囲碁 

☆全国総文祭：島根県チーム １０位 

合唱部 

☆島根県合唱コンクール：金賞（中国大会：銅賞） 

吹奏楽部 

☆全日本吹奏楽コンクール島根県大会 金賞  

☆全日本マーチングコンテスト島根県大会 金賞（中国大会：銅賞） 

ESS 部 

☆第５２回ヘルンをたたえる青少年スピーチコンテスト：八雲会奨励賞 福田氷聖(２年)  

水泳部 

☆島根県高校新人水泳競技大会：100M 自由形 １位  長岡紘平(２年)   

               200M 背泳ぎ １位  有田璃空(２年) 

               200M ﾊﾞﾀﾌﾗｲ １位  種 天斗(１年) 

               男子 400M ﾘﾚｰ １位  大社チーム(長岡、種、有田、今岡) ※大会新記録 

島根県高等学校音楽コンクール 

声楽の部 金賞 小田萌海(３年)、金賞 本間里奈(３年) 

金管の部 金賞(第３位) 廣田恵(３年)、銀賞 春日佐織(１年) 

✿その他部活動の結果は大社高校のホームページに随時更新をしております！ 

２年生 

 

２年生 

 

１年生 

 



野球部主将 山崎大輝くんのコメント☺ 

 初めに、秋季大会での応援、テスト期間と大会が重なったことへの配慮、本

当に感謝しています。 

 新チームの目標は、春の選抜大会では全国ベスト４、来年の夏は全国制覇

を目標に毎日の練習に取り組んでいます。そのため、今回の県大会も１つの通

過点という意識を持っています。10月 26日から行われる中国大会では、自分

たちの力が 10 割発揮できるように、試合までの期間を過ごし、必ず選抜大会

への出場権を勝ち取ります。 

○島根県秋季野球大会 優勝 Victory！！○ 

 来春の選抜大会につながる島根県高校秋季野球大会で３年ぶり９度目の優勝を果たしました！決勝では、平田

高校と戦い、３－７で迎えた９回裏に５点を取り逆転サヨナラ勝ちで勝負を決めました。中国大会、春の選抜大

会に向けて頑張ってください！応援しています！ 

 

 

○地域との交流  

社高生は地域の皆様からの依頼を受けて様々なイベント等に参加して活躍しています。ダンス部は、平田でのラーバ

ン中の島商店街の祭り、神門縁日、ゆめタウン、島根ワイナリーでのイベントに参加しました。吹奏楽部は、いなさ園、大

社縁日での演奏をしました。また、今年は全校で出雲つるし雛世界ギネス認定プロジェクトに協力もしました。文化祭に

特設ブースを設け、つるし雛の作成をしました。今後も様々な形で地域に活発に出て行く社高生として活躍していきたい

と思います。 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○後期生徒会メンバー紹介○ 

前期生徒会での大イベントも終わり、後期生徒会へバトンタッチする時期になりました。９月２７日（木）に
後期生徒会の選挙が行われました。後期生徒会は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

会 長 ２－３ 郷原 桃歌    書 記 ２－３ 川畑 友夏菜 
副会長 ２－５ 深田 真奈     〃  ２－６ 布野 響 
〃  ２－３ 原田 梨保子    〃  １－５ 和田 真紀 

議 長 ２－５ 金築 宏太    会 計 ２－１ 原  琴音 
副議長 ２－３ 太田 奈由乃    〃  ２－７ 三原 太一 
〃  １－４ 大野 鈴翔    

ラーバン中の島商店街祭り ゆめタウン 神門縁日 

いなさ園での演奏 

つるし雛の作成 



○教育課程実践モデル事業○ 

本校は県の指定を受け、昨年度から授業改善と学習評価の研究を進めています。２年目となる今年度は、まと

めの年度として教科毎にいろいろな実践を行っています。７月１８日（水）には教員研修会として、数学Ⅱ（２

年５組）と化学（２年６組）の公開授業、島根大学の御園真史准教授による講演会を行いました。他校からもた

くさんの参観者を迎えて、有意義な研修会となりました。 

○PTA 教育研修会のご案内 ～「手話に触れてみよう！－初めての方の手話講座－」～○ 

 保護者の方を対象に 11 月 5 日(月)13:20～15:10 大社高等学校 有朋舘２階大研修室 にて研修会があります。

ろうあ者の方の講演の後に、手話の講座も開かれます。この研修には希望者の生徒・教員も参加します。手話を

体験できる良い機会です。皆様のご参加をお待ちしております。 

 

○学校行事○ 

＜オープンスクール＞ 

 7 月 31 日に中学生対象のオープンスクールを開催

し、約 680 名の生徒に参加してもらいました。また、

今年度はオープンスクールに参加できなかった生徒を

対象に、9 月 22

日にオープンス

クール (フォロ

ー )も開催しま

した。大社高校

の魅力が中学生

に伝わるよう引き続き努めていきます。 

 

＜１年体育科キャンプ研修＞ 

 9 月 12～14 日まで「ひろしま県民の森林公園センタ

ー」にて野外活動をしてきました。テントでの寝泊ま

り、飯ごう炊飯、登山など自然に親しみクラスメイトと

の親睦を深めました。 

 

 

 

＜芸術鑑賞＠大社高校体育館＞ 

 10月 9日に劇団風による『ヘレン・ケラー～ひびき合うものたち』を鑑賞しました。生徒たちは食い入るよ

うに劇を見ていました。ヘレン・ケラーの頑張る姿を見て自分たちの学校生活をより有意義にする良いきっか

けになったことと思います。 

【今後の予定】 

11月  

1日(木) 全国体育科研究大会(～2日)  

2日(金) ３年進研ﾏｰｸ模試(～3日) 

4日(日) ３年オープン模試 

5日(月) PTA教育研修会、１，２年学年 PTA 

6日(火) １，２年進研実力テスト(～7日) 

10日(土) ３年オープン模試 

16日(金) ３年代ゼミﾏｰｸ模試(～17日) 

17日(土) 土曜補習 

21日(水) ３年平日補習Ⅱ期前期終了 

29日(木) 期末試験(～12月 4日) 

12月  

3日(月) 期末試験(～4日) 

15日(水) 
３年平日補習Ⅱ期後期開始 

３年体育科スケート実習（および 7日） 

18日(土) 土曜補習 

14日(金) ３年全国センタープレ(～15日) 

18日(火) １，２年 GTEC(外部英語技能試験) 

20日(木) ３年平日補習Ⅱ期後期終了 

21日(金) 
終業式、保護者面談(～28日)、 

３年ﾏｰｸ模試(～22日) 

26日(水) ３年ﾏｰｸ模試(～28日) 

  

  

 


