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～ 等速直線運動（ノンストップ）鳴り止まないキミとわたしの青春（ハートビート）～ 

 ９月１日（日）・２日（月）に文化祭、９月３日（火）に体育祭と、一大イベントである大社高校『鹿城祭』が盛大に開催され

ました。1日目の居酒屋てっぺん代表取締役の大嶋啓介さんによる講演では、「夢を大切にする生き方、仲間を大切に

する生き方」という演題でお話し頂きました。イメージの力や、自分や仲間を信じることで生まれる強さを教えていただき

ました。時に盛り上がり、時に涙ぐむ、生徒の心に熱く伝わる講演会でした。 

 １年生の合唱コンクールでは、美しいハーモニーで『正解』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、大社高校を爆笑の渦に巻き込んだ３年７組『さんななお笑イブ』が鹿城杯の栄冠に輝きました！ 

体育祭は初の出雲ドームでの開催で、競技や応援合戦で熱戦が繰り広げられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
結 果 １位 ２位 ３位 

体育祭総合の部 赤分団 紫分団 青分団 

競技の部 紫分団 赤分団 青分団 

応援合戦の部 赤分団 紫分団 青分団 

デコレーションの部 黄分団 赤分団 青分団 

 令和元年 

 １０月 

 第６１号 

演題「夢を大切にする生き方、仲間を大切にする生き方」 

講師：大嶋 啓介 氏 

 

１年生 合唱コンクール 

 

茶道部 お茶席 

 

吹奏楽部 ステージ演奏 

書道パフォーマンス 

 

クラス催し物 

合唱部 ステージ発表 ESS 部 活動発表 

 

FHT 喫茶 

美術部 作品展示 クラス催し物 

 



合唱部部長 三原 優依 さん のことば 

先日、出雲商業高校と合同で出場した中国大会で
金賞をいただき、３年ぶりの全国大会出場が決まりま
した。私たちの歌声を、全国の方々に届けることができ
る機会をいただけたことを、とてもうれしく思います。 
応援してくださった多くの方々に感謝し、恩返しがで
きるように頑張ります。引き続き、合唱部の応援をよろ
しくお願いします。 

出雲の活性化に OneTeam！ 

（２年生総合的な学習の時間） 
９月１３日（金）に大社高校の２年生は、１年生の時から考えて調査してきたことを実行するために市内各所

に出向きました。地域の方のご協力あっての活動ですので、夏休みや他の日に実行する班や、１０月に実行する

班もあります。班によってテーマはさまざまで「介護予防体操の紹介」「出雲の観光を盛り上げよう」「自転車に

よる交通事故をなくそう」などどれも出雲市をよくするために自分たちでできることを考え実行しています。 

これから、いろいろなイベントやボランティアでお世話になりますが、

応援よろしくお願いします。なお、Facebook の「出雲観光ガイドライ

ン」に２年生が作成した日御碕の PR 動画が UP されています。是非、シ

ェアやいいね！をお願いします！今後は、右の日程で学習を進めていき

ます。地域の方々もぜひ発表を見に来てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

陸上競技部 

◆インターハイ  100M ﾊｰﾄﾞﾙ     ２位 長﨑 さゆり(３年) 

走高跳       ７位 志食 真陽瑠(３年) 

◆いきいき茨城ゆめ国体  100M ﾊｰﾄﾞﾙ ５位 長﨑 さゆり(３年) 

剣道部   

◆インターハイ 男子団体 ベスト１６  

◆いきいき茨城ゆめ国体 少年男子団体 ５位  勝部 真生(３年) 藏敷 望月(３年) 

     澁谷 弥祝(３年) 加藤 大征(３年) 
女子バレー部 

◆いきいき茨城ゆめ国体  ビーチバレーボール ５位 青山 未優(３年) 重田 夏希(２年) 

合唱部 

◆島根県合唱コンクール  金賞 

◆中国合唱コンクール    金賞・広島県教育委員会賞  

高等学校部門 A グループ１位で全国大会出場権獲得！ 

吹奏楽部 

◆全日本吹奏楽コンクール島根県大会 金賞 

ダンス部 

◆全国高等学校ダンスドリル選手権大会 HIP-HOP女子部門 Small編成 ７位（全国大会出場１８チーム中） 

水泳部 

◆島根県高校新人水泳競技大会  自由形  50M／100M        １位 今岡 凛太朗  (２年) 

200M        ２位 村本 成那    (１年) 

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 50M／100M／200M １位 種 天斗      (２年) 

               背泳ぎ 200M               １位 村本 成那    (１年)  

               男子   400M ﾘﾚｰ        １位 今岡、種、高見、村本 

                     400M ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ      １位 村本、今岡、種、高見 

～今後の予定～ 

１０月３０日 島根県立大学訪問 

１１月１４日 地域調査最終 

１２月１７日 クラス内発表 

２月 ４日 校内発表（予定）      

★その他部活動の結果は、 

大社高校のホームページにて 

随時更新をしています！ 

○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。８月から１０月８日までの大会の上位結果を紹介します。 



○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１８日（水）に

後期生徒会の立会演説会・選挙が行われました。後期生徒会は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地域での活躍○ 

 大社高校生は地域の皆様から依頼を受けてさまざまなイベントに参加しています。（写真はダンス部の出演）

今後も、様々な形で地域を元気にする社高生として活躍していきたいと思います。応援よろしくお願いします！ 

 

 

 

 

 

 

会 長 ２－４ 和田 真紀      書 記 ２－３ 大野 鈴翔   

副会長 ２－５ 武田 佳那       〃  ２－５ 荒木 結佳   

〃  ２－５ 村崎 恵実       〃  ２－４ 勝部 翔也   

議 長 ２－５ 岩﨑 萌香      会 計 ２－５ 中尾 彩夏  

副議長 ２－１ 藤原 千愛       〃  ２－５ 長﨑 茜音  

〃  ２－６ 祝部 温己       ２－４ 小池 教生 

 社高オープンスクール２０１９ ●● 

 ７月３１日に中学生対象のオープンスクールを開催し、県内外から約７００名の中学生３年生の参加があり

ました。「授業体験講座」と「社高生の生活」についての２コマを通して、高校生活や授業について知っていた

だきました。昨年度整備された ICT 機器を使った授業や実験やグループ学習など大変好評でした。 

また、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２８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年生体育科キャンプ実習  

  ９月１１～１３日、２泊３日の日程で「ひろしま県民の森林公園センター」にて野外活動を学ぶキャンプ

実習を行いました。普段体験することのないテントでの寝泊まり、飯ごう炊さん、登山など全身で学ぶ三日

間でした。自然に親しみ、クラスメイトとの親睦を深めながら、ひとまわり逞しく成長して帰ってきました。 

   



◎ようこそ！！New ALT  

Lilia Vargas Costello 先生 

７月に離任されたサントス先生に代わり、 

リリア先生が新しいＡＬＴとして着任されました。 

アメリカ合衆国出身のリリア先生にインタビュー 

しました。よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q１．大社高校の生徒たちの印象は？ 

I think the students at Taisha are very friendly.  

I think they work very hard, and I am proud to teach 

at this school. 

Q２．大学時代の専攻は？ 

I majored in English literature and creative writing. 

Q３．日本に来てビックリしたことは？ 

I was surprised by gas stations where they put gas in 

your car for you.  We don’t have those in America, or 

England, and they are very convenient.  

Q４．日本でしてみたいことは？ 

I would really like to try Kyudo.  I also want to travel 

to as many places as possible while I am in Japan. 

Q４．みなさんに一言！ 

Thank you for having me here at Taisha High School!   

I am very happy here, and will do my best.  Please 

talk to me at any time, or ask me any question! 

Also, I would really like to watch any sports games or 

performances by the students.  Please tell me when 

they are, and I will come support you!   

◆島根県からのお知らせ（健康福祉部地域福祉課）◆ 

自立相談支援機関のご案内 

ご家庭で失業、心身の不調、借金や滞納など、お困

りのことはありませんか。 

自立相談支援機関では経済的な理由などにより、生

活に困りごとを抱えている方からの相談をお受けし

ています。専門の相談員が、あなたの世帯の課題を一

緒になって考え、支援を行います。 

相談は無料です。秘密は厳守します。 

最寄りの相談機関 

生活支援・相談センター（出雲市社会福祉協議会） 

電話：０８５３－２３－３７９０ 

 

 

◆◆◆リリア先生インタビュー和訳◆◆◆ 
 

Q１.大社高校の生徒たちはとてもフレンドリーだと思います。 

みなさんとても一生懸命頑張っていると思います。そして、

この学校で働けて誇らしいです。 

Q２.英文学と創作ライティングを専攻していました。 

Q３.店員さんがガソリンを入れてくれるガソリンスタンドに驚 

きました。アメリカにもイギリスにもこのような場所はあり 

ません。大変便利です。 

Q４.弓道をやってみたいと強く思っています。また、日本にい

る間にできるだけ多くの場所に旅行に行ってみたいです。 

Q５.ここ大社高校に受け入れてくださってありがとうございま

す。ここにいられて大変嬉しいです。ベストを尽くします。

いつでも声をかけたり、何でも聞いたりしてくださいね。 

また、生徒によるスポーツの試合やパフォーマンスを何でも 

見たいです。それらがいつ行われるか教えてください。 

応援に行きます！ 

 むらさきの会 鹿城祭出店ご協力ありがとうございました！  

９月１日(日) 鹿城祭 1 日目に、むらさきの会のみなさんによるバザー・

食品販売の出店をいただきました。おいしいフランクフルト・スピンなど

生徒にも大盛況でした。商品提供や準備・運営へのご協力ありがとうござ

いました。 

●今後の予定●  １１月 

1 日(金) 
PTA 教育研修会､１･２年学年 PTA 

３年進研ﾏｰｸ模試(～2日) 

3 日(日) ３年オープン模試 

5 日(月) １・２年進研実力テスト(～6日) 

15 日(金) ３年代ゼミﾏｰｸ模試(～16日) 

19 日(火) ２年体育科大学訪問(～20 日) 

20 日(水) ３年平日補習Ⅱ期前期終了 

28 日(木) 期末試験(～12月 3日) 

 

１２月 

2 日(月) 期末試験(～3日) 

14 日(水) ３年平日補習Ⅱ期後期開始 

5 日(木) 球技大会(１･２年) 

6 日(金) ３年全統センタープレ(～7日) 

11 日(水) ３年体育科スケート実習（～12日） 

18 日(水) ３年平日補習Ⅱ期後期終了 

20 日(金) 終業式、３年ﾏｰｸ模試(～21 日) 

25 日(水) ３年ﾏｰｸ模試(～27 日) 

 


