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 ２学期校内球技大会（１･２年生）  

12月 5日（木）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。期末テスト終了直後の開催のため

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。好プレーや珍プレーなど、日頃教室

では見ることのできない生徒の姿を見ることができました。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。審判や運営役員のみなさんもありがとうございました。 

男女のバスケットボールの優勝チーム

は、１２月１２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２年５組 優 勝！ 

 

 

 総合的な学習の時間  

★全学年対象人権講演会 

11 月 20 日（金）に岡山県在住の稲田尚久

さんをお招きして、「幸せな人生に変える

とっておきの方法～今日から始めるアンガ

ーマネジメント」と題する講演会が行われ

ました。 

 生徒の皆さんの感想文では「講師の先 

生のユーモアあふれる話に時間があっと 

いう間に過ぎた」という声が多かったようです。今回の講演会が大社高 

の皆さんがお互いを尊重して良好なコミュニケーションをとることができ

る集団になるための一助になれば幸いです。 

★保護者対象講演会 

 上と同じく、11 月 20 日（金）放課後に稲田尚久さんから「親が変われ

ば子どもが変わる！～子どものやる気を引き出す関わり方『３つのポイン

ト』と題した保護者対象の講演会を開催しました。参加された方は 20 名足

らずでしたが、会場は笑いやうなずきにあふれ大変好評でした。 

～優勝クラス～ 

男子バスケットボール 【２年４組】 

女子バスケットボール 【２年５組】 

男 子 サ ッ カ ー   【２年３組】 

女 子 卓 球        【２年１組】 

令和元年１２月 

 第６２号  

みんなで作戦会議(^^♪ サッカー優勝！✌ 

ねらうぜシュート！ 大声援の女子卓球❤ 

生徒も参加 教員も参加です 

保護者さんにも 

 ONE TAEM  
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★3 年生対象人権後援会 

12 月 5 日（木）に、「源氏蛍の会」代表の三浦成人さんをお招きして、 「生

きるということ」と題して講演会を実施しました。三浦さんには例年、高校

三年間の人権・同和教育のまとめとして３年生対象の講演会をお願いしてい

ます。今回は講演会の直前にご不幸があったにもかかわらず、予定通りに講

演会を実施していただき、本当に頭が下がる思いでした。生徒の皆さんも涙

を流して聞き入っている姿が例年以上に多くいたように感じました。この講

演会を通して、自分のこれからの生き方をよく考えて欲しいと思います。 

２年生 総合的な学習の時間 

 

 

１０月３０日（水）に、２年生２７０人が、島根県立大学の出雲キャンパス、松江キャンパス、浜

田キャンパスに分かれて訪問してきました。そこで、各研究室に分かれて総合的な学習の時間で行

っている探究活動をパワーポイントで発表し、アドバイスをいただきました。学生さんたちの的確

なアドバイスや｢私も今同じような研究をしています。｣｢私たちの時にはなかった研究なのでうら

やましいです。｣など、とても優しく前向きな言葉をかけられ、充実した研修会でした。大人数で

の参加で県立大学さんには大変ご迷惑をおかけしました。島根県立大学のみなさま、ありがとうご

ざいました。１２月の発表会頑張ります！ 
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体育科体験入学 

 10月 23日(水)に、県内外の中学校から約 180名の生徒や保護者が参加して、体育科体験入学が行われました。午

前中は体育科につ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。今回のことが各自の進

路決定の参考になってくれ

ることを願っています。そし

て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。 

～２年生今後の予定～ 

１２月１７日（火）校内発表会 

２月 ４日（火）全体発表会 ｢うらら館｣にて 保護者の皆様、地域の皆様是非、お越しください！ 

 

 

浜田キャンパス 出雲キャンパス 松江キャンパス 

 

講演の様子 

3 年生代表との懇談会 部活動体験（陸上部） 

 



PTA 教育研修会 「手話に触れてみよう！－手話講座(その２)－」 

１１月１日（金）、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

修会を開催しました。今年度も、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」 

講師 湯原 厚子 様  （出雲市聴覚障害者協会） 

 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口座があり、大変好評でした。参加した生徒も保護者

さんも手話についてもっと深く知りたい、学びたいという感想をもっておられました。 

2 年生体育科大学訪問旅行 

１１月１９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、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。環太平洋大

学では最新の研究施設を見学し、スポーツ

科学について学びました。川崎医

療福祉大学では選手の体調管理

について、福山平成大学ではス

ポーツ心理学について学ぶこと

が出来ました。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。 

 

３年生体育科 スケート実習 

12 月 11 日(水)・12 日(木)

の 2 日間、3 年体育科の生

徒は平田の湖遊館でスケ

ート実習を行いました。最

初は氷の上に立つだけで

大変でしたが、指導員さん

に基礎から丁寧に指導し

てもらい、楽しく滑れるようになりました。これまで体育科の生徒はたく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。 

～福山平成大学～ 

 スポーツ心理学講座 

パスタで高さを競い、チーム

プレイを体験しました。 

～川崎医療福祉大学～ 

 たくさんの医療系学部もある

大学でした。 

環太平洋大学（IPU） 

最新の 3D 動作分析システム 

IPU 超充実のウエイトト

レーニング施設でした 



課外活動＆部活動等大会結果報告＆今後の予定 

読書感想文 

☆全国高校生読書体験記コンクール 

入選 江角麗南  佳作 岩﨑萌香 

合唱部 

☆日本合唱コンクール全国大会 出場 

陸上競技部 

☆中国高等学校新人陸上競技対校選手権大会  

男子総合の部３位 男子フィールドの部２位 

女子総合の部５位 女子フィールドの部３位 

三段跳 永岡勇次郎 ２位 

    広瀬  陸 ３位 

棒高跳 五嶋 美月 優勝 

   ※大会新記録、優秀選手賞 

円盤投 牛尾 結香 優勝 

             ※その他入賞者多数 

剣道部   

☆県高等学校新人大会 兼 全国選抜予選 

 男子団体 優勝（※全国選抜大会出場権獲得） 

 女子団体 優勝（※全国選抜大会出場権獲得） 

 

 

 

水泳部 

男子 50m 自由形  ６位 今岡凜太郎 

男子 100m バタフライ ５位 種 天斗 

男子 200m バタフライ ８位 種 天斗 

弓道部 

☆中国高等学校新人大会（玉野市） 

個人  原 量紀、加藤嵩大 大野志保  出場 

男子団体  原、平尾、本田、加藤  ※ベスト 16 

女子団体  三原、永戸、大野、別所 ※第 8 位 

女子硬式テニス 

シングルス 仁田紗佳 出場 

ダブルス  石本・板垣ペア 出場 

仁田・内藤ペア ベスト 16 

 

茨城国体での女子バレ

ー、剣道男子、女子陸上

の活躍が認められ、島根

県体育協会より感謝状

をいただきました！ 

 

※その他のたくさんの活動報告を大社高校 HP に掲載

していますのでご覧ください。

１月  ２月 

 6 日(月) センター模試リハーサル(～7日) 

 

1 日(土) 1･2 年全統希望者模試 

 8 日(水) 始業式、課題テスト 13 日(木) PTA 評議委員会 

15 日(水) 1 年体育科スケート実習(～16日) 20 日(木) 学年末テスト(～26 日) 

17 日(金) 3 年センター試験激励会、漢字検定 26 日(水) 寮大掃除 

18 日(土) センター試験(～19 日)  ３月  

20 日(月) センター試験自己採点   1 日(日) 第 3回英検(二次) 

21 日(火) 推薦選抜検査日(休校日)   2 日(月) いなさ会入会式･卒業式予行 

22 日(水) 
2 年進研学力テスト(～23日)  

3 年個別対策補習開始 

 

 3 日(火) 卒業式 

 5 日(木) 高校入試(～6 日) (休校日) 

26 日(日) 第 3回英検(一次) 
 9 日(月) 

1 年スタディーサポート 

2 年進研マーク模試(～10 日) 28 日(火) 2 年体育科スキー実習(～31日) 

 

11 日(水) 前期生徒会役員立会演説会 

24 日(火) 終業式･離退任式 

25 日(水) 入学予定者オリエンテーション 

 

◆お知らせ◆    LED照明工事に伴う体育館使用不可について 

来年１月２２日（水）～２月２５日（火）に体育館２階の照明を、従来の電灯から LED 照明に付け替える工事を予

定しています。この間の行事や授業や部活動等については、代替の施設を利用して対応しようと考えています。ご不

便をかけますがご了解のほどよろしくお願いいたします。 



 


