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サッカー部全国大会出場決定おめでとう！
11 月 7 日（土）に県立浜山公園陸上競技場で、島根県高等学校サッカー選手権大会の決勝戦が開催されました。相
手はライバル立正大淞南高校。前半戦は社高の先制ゴールで 1-0 で切り抜け、後半ロスタイムで追いつかれ 2-2。延
長戦でも決着せずＰＫ戦突入の末、感動のゴールで勝利を掴みました。5 年ぶり 10 回目の優勝で、第 99 回全国サッカ
ー選手権の出場権を獲得しました。本当におめでとうございました。昨年の県選手権、今年の県新人戦の雪辱を果たす
ことができました。昨年夏のインターハイ以来の全国大会となります。全国の舞台は、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ています。

サッカー部のみなさん

感動をありがとう…(ToT)✌

「キャプテンの声」
チームの力を信じていました。チーム全員が勝利を信じ
ていました。これまで多くの困難がありましたが、この大会で
勝利し全国でベスト 8 になるという明確な目標があったか
ら、どんなことがあっても頑張ることができました。長期の休
校期間があり、練習が全くできないときも、チームのみんな

☆初戦スケジュール☆
第 99 回全国高等学校サッカー選手権大会
期日：令和３年１月２日（土）
会場：駒沢陸上競技場
初戦：１２：００ Kick OFF
対戦：堀越高校（東京都 A 代表）

を信じていたから前向きでいることができました。今回の優

※今大会は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、

勝は、仲間や指導スタッフ、保護者の方々など、全ての方
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のおかげで実現できた結果です。あとは僕たちサッカー部の
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選手が、全国の舞台で、感動のプレーをすることで感謝の
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気持ちを表現するだけだと思います。
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２学期校内球技大会（１･２年生）
12 月 8 日（火）に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、感染症予防のため学年別開催です。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

卓球真剣勝負！

Nice Shoot！✌

トレスは発散されたことと思います。好プレ
～大会結果～ -1 年生-

ーや珍プレーなど、日頃教室では見ることの
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できない生徒の姿を見ることができました。

男子バスケ
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出場選手も応援生徒もクラスみんなで頑張

女子バスケ
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ることができました。審判や運営役員のみな
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サッカー決勝戦前✌

さんもありがとうございました。

【１年１組】

3 年生総合的な学習の時間
★主権者教育
10 月 21 日（水）、3 年生の
「主権者教育」を行いました。
３年生は現実社会の諸課題
について考察する基盤となる
学習を行っています。今回
は、その一環として、出雲市
選挙管理委員会にご協力い
ただき、選挙についての出前

先生方には党首役として、マニフェスト
について演説してらいました。

実際の投票の様子
生徒は緊張して投票しています

授業を受け、模擬演説、模擬投票を行いました。今年度は新型コロナウィルスへの対応から、Ｗｅｂ会議システムを利用
し有朋舘での講義を各教室にライブ配信して実施しました。実施後、生徒からは「実際に模擬投票や政策などを聞いて、
漠然としていた政治や憲法のことが、自分事であり周りの人の人生を支えるものだと実感でき、一票の権利を真剣にとら
えようと思った。」「マニフェストだけでなく、党首の演説も重要な判断材料になることが分かった。」「選挙のイメージが変
わった。選挙があればしっかり投票しようと思う。」などの感想がありました。充実した学習となりました。
★3 年生対象人権講演会
12 月 8 日（火）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 3 年間の人
権・同和教育のまとめとし

親身になってお話しいただきました

講演の様子

て講演会をお願いしていま
す。今回は感染症対策のため、午前と午後の 2 回に分けて分散開催をしました。快諾していただき、本当に頭が下がる
思いでした。多くのことを考えさせられたこの講演会を通して、自分たちのこれからの生き方をしっかり考えて欲しいと願
っています。

２年生

総合的な探究の時間

11 月 18 日（水）に、２年生が島根県立大学の出雲キャン
パス、松江キャンパス、浜田キャンパスの先生や学生のみな
さんへ向けて、グループごとに取り組んできた地域課題に関
する探究活動の中間発表会を行いました。昨年度はキャン
パスに出向いての発表でしたが、今回はオンラインで参加
し、Web 上での質問やアドバイスをしていただきました。２年
生にとっては初めての経験でしたが、どの班も堂々と発表
し、質疑応答を通して新たな知見を得ることができました。発
表の仕方や、パワーポイントの操作も徐々に上達してきたよ

大学の講義室と ZOOM でつながっています

うに思います。大学のみなさんからいただい
たアドバイスを今後の活動に生かして、さら
に探究活動を深めていきたいと思います。
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県立大学のみなさんありがとうござました。

体育科体験入学

オンラインによる初めての試みです

10 月 3 日(土)〔※陸上部は 10 月 10 日
（土）〕に、県内外の中学校から 100 名以上
の生徒が参加して、体育科体験入学が行わ
れました。体育科についての詳しい説明と質
疑応答、その後実際に部活動を体験しても

部活動体験（陸上部）

校長先生から挨拶

らいました。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。体験後のアンケートには「知らなかった
体育科の活動がよく理解できて興味がより深くなりました。」、「先輩方がいつも皆優しく指導してくれて嬉しかったです。」
「ぜひ大社高校で部活動を頑張りたい。」などの意見をいただきました。今回の経験が、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にしています。
PTA 教育研修会 「子どもの主体性と自己実現を支える家庭と学校でのコミュニケ-ション」
１１月 2 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
開催しました。

講師 香川 奈緒美 先生（島根大学教育学部准教授

本校卒業生 高校 48 期）

本校卒業生の香川先生から「主体的・対話的・深い学
び」の実現に向けた教育活動についてご説明いただきま
した。近年の国内外の研究結果を参考にしながら、子ど
もたちの「学び」に関する特徴を読み解いてもらいまし
た。保護者としてどう子どもを支えていくのかを考えると
ても有意義な時間でした。保護者さんのスマートフォンを

卒業生の香川先生の講演です 学費・生活費についての説明

利用したライブ投票アンケートなどを経験でき、大変楽しい研修となりました。その後は１年生保護者対象に「教育課程と
文理選択について」学年主任・進路指導主事から説明を行い、２年生保護者対象には「進学マネープランについて」ファ
イナンシャルプランナーの方に説明いただき、詳しい学資の実際について研修できました。

第 45 回島根県高体連ダンス発表会参加

1 年 4 組「

1 年４組「やる気 勇気 元気」

」

1 年 1 組「 遅 刻 」

ダンス部「INCIDENT(事件)」

12 月 9 日（水）に浜田市の石央文化ホールにて島根県高体連ダンス発表会が開催されました。高校創作ダンスの県
大会です。本校からは体育の授業で創作した 1 年生代表 2 チームと、ダンス部の作品を披露しました。全県の高校から
約 20 チームが集まり、お互いの作品を発表し鑑賞しました。大きなステージと鮮やかな照明で、とても緊張しましたが、
本当に良い体験になりました。

課外活動＆部活動等大会結果報告＆今後の予定
美術部
☆島根県高校美術展 絵画部門
入選 岡本夕奈
※全国総文祭和歌山大会に推薦

↑
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本
さ
ん
作
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」

放送部

陸上競技部
☆全国高等学校陸上競技大会 2020
走高跳 鳥屋尾優介 ６位入賞！
棒高跳 五嶋 美月 ８位入賞！
円盤投 牛尾 結香 決勝進出！

☆島根県高等学校総合文化祭放送部門島根県大会
ビデオメッセージ部門「世界で一番・・・」優良賞
※中国地区放送コンテストへの出場権獲得
弓道部

空手道
☆島根県高等学校空手道新人大会
女子個人組手・個人形 成相美来 ２位
※中国高校選抜大会出場権獲得

☆島根県高校弓道選手権大会
男子団体戦 ２位

他にも多くの活動を大社高校 HP に掲載していますのでご覧下さい

女子団体 ３位

男子個人戦 優勝 川上詩生
女子ソフトテニス部

https://www.taisha.ed.jp/

☆県高校インドア選手権 優勝 板垣・三上ペア
１月

２月

6 日(水)

大学入試共通テストリハーサル(～7 日)

15 日(月)

テスト発表

8 日(金)

始業式、課題テスト

16 日(火)

PTA 評議委員会（18:30～有朋舘 2F）

13 日(水)

1 年体育科スケート実習(～14 日)

22 日(月)

学年末テスト(～26 日)

15 日(金)

3 年共通テスト激励会

26 日(金)

寮大掃除

16 日(土)

大学入試共通テスト(～17 日)

28 日(日)

第 3 回英検(二次)

18 日(月)

大学入試共通テスト自己採点

19 日(火)

推薦選抜検査日(休校日)

1 日(月)

いなさ会入会式･卒業式予行

1･2 年進研学力テスト(2 年は～21 日)

2 日(火)

卒業式

3 年個別対策補習開始

3 日(水)

2 年共通テスト模試

22 日(金)

第 3 回英検(一次)

4 日(木)

高校入試(～5 日) (休校日)

26 日(火)

2 年体育科スキー実習(～29 日)

8 日(月)

1 年スタサポ・2 年共通テスト模試

30 日(土)

1･2 年全統希望者模試

17 日(水)

前期生徒会役員立会演説会

24 日(水)

終業式･離退任式

25 日(木)

入学予定者オリエンテーション

20 日(水)

※新型コロナウイルス感染症の影響により、変更の場合もあります。

３月

