
  

 

 

 

  

〇江角和生校長 あいさつ〇 

今春の人事異動により着任いたしました江角和生と申します。保護者、地域の皆さ

ま方には、平素より本校の教育活動に対しまして格別のご支援・ご協力を賜っておりま

すことに深く感謝申し上げ、この紙面をお借りして御礼申し上げます。 

 教員としての私は、これまで不思議に大社高校にご縁がなく、大社高校のイメージも（申し訳ないことに）

“部活動がさかんな普通高校”という程度のものでした。今回赴任するにあたって、改めて大社高校について見

たり、聞いたり、考えたりしたのですが、そのなかで感じたのは、大社高校には“二つの顔があるのだな”とい

うことです。一つは、旧制中学として創設されて以来、一世紀以上の長きにわたって地域に支えられ育んでいた

だいてきた「伝統校」という顔です。そして、いま一つは半世紀前に設置した体育科に象徴されるように、島根

のスポーツ界を担う「中核校」という顔です。 

 県教育委員会では、昨年度策定した第三期の教育ビジョン（教育基本計画）に「しまね教育魅力化ビジョン」

という名前を付けているように、“教育の魅力化”“高校の魅力化”ということに力を入れています。大社高校

にとっての魅力化とは、この“二つの顔”それぞれをクローズアップしていくことではないかと考えます。「伝

統校」として地域の未来を担う人材を育てていく、「中核校」として島根のスポーツ界を担う人材を育てていく

－この二つの方向性を、それぞれに堅持しつつ、その良さを伸ばしていくことで、大社高校の魅力をさらに高め

ていきたいと思っています。 

 保護者の皆さま、地域の皆さまにおかれましては、どうかこうした学校の思いを受け止めご理解いただくとと

もに、益々のご支援・ご協力のほどをお願い申し上げます。 
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大社高校学校だより 

〇新任式・始業式〇 

４月８日(木)令和３年度の始業式ならびに着任式が行われました。今年度は江角和生校長をはじめ１５

人の教職員が新しく赴任しました。 

〇入学式〇 

４月９日（金）入学式が挙行され、新入生２１６名が大社高校に仲間入りを果たしました。 

今年度も新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から式典時間を縮小し、新入生、保護者、教職員のみ

の参列となりました。新入生全員の名前が担任から読み上げられ、「入学許可」「校長式辞」の後、新入生代

表１年１組の安田萌華さんが堂々と誓いの言葉を述べました。新入生は高校生活への決意に満ちた表情を見

せていました。 



 

 

  

〇遠足〇 

４月２１日（水）１年生は大社町徒歩周

遊、２年生はしまね海遊館アクアスへ、３

年生は蒜山高原センターへと出かけまし

た。 

素晴らしい天候のもとで生徒たちは楽

しいひとときを過ごし、親睦を深めること

ができました。 

〇生徒総会・FHT（家庭クラブ）総会〇 

 

４月２８日（水）前期生徒総会が各教室にて ZOOM配信によって行われました。 

生徒会執行部の年間目標は『 One for All  All for One 』です。執行部メンバーを紹介します。 

  

 

 

 

 

 

また、生徒総会と同日に FHTの総会が行われました。FHTとは“Future Homemakers of Taisha”の略

称で、大社高校の家庭クラブの名称です。各クラスに委員がおり、委員を中心に「総体応援クッキー作

り」「保育園訪問」「お菓子作り講習会」「学園祭展示・催し物」「ホームプロジェクト実施・発表会」など

を行う予定です。代表役員を紹介します。 

 

執行部員  

 会長 黒田篤史 （３年５組）  副会長 尾﨑将矢（３年５組）・福田悠喜（３年５組）   

議長 戸田彩香 （３年４組）  副議長 天野正彦（３年５組）・高見哲平（３年１組）   

書記 金川岳史 （３年１組）・品川妃華（３年４組）・原光希（３年１組）     

会計 柳楽沙耶 （３年３組）・持田唯菜（３年５組） 応援リーダー 浦上来春（３年４組） 

 

代表役員 

会長 岩井咲藍（２年１組） 副会長 柿田咲織（２年１組） 会計 尾添誠仁（１年５組）  

議長 椿華怜 （２年２組） 副議長 岸侑樹  （２年３組） 監査 宮本大和（１年１組） 

  

 



 

 

 

  

第５９回 県総体 各部の結果  

部活動 主な結果 

陸上競技部 男子：総合優勝 女子：総合優勝 男子優勝種目：110m ハードル（山本俊介）4×100mR（寄貞、山本、高野、永岡） 

        4×400R（武永、中尾、高野、永岡）棒高跳（土江真翔）走幅跳、

三段跳（永岡勇次郎） 砲丸投（三原友大）円盤投（山之内武威）

八種競技（金沢俐輝） 

女子優勝種目：100m ハードル（福本智帆）4×100mR（井田、福本、松原、石橋）

走高跳（藤江莉菜）棒高跳（古谷花鈴）砲丸投（植木恵美里） 

サッカー部 準優勝 

バレーボール部 男子：ベスト１６ 女子：準優勝 

バスケットボール部 
男子：ベスト８ 女子：２回戦敗退 

剣道部 

男子：団体優勝、個人優勝（山根平） 個人準優勝（坂本涼輔） インターハイ出場  

第３位（諏訪京四郎、大谷優輝） 

女子：団体優勝、個人優勝（福島紫奈乃）インターハイ出場 個人第３位（深津愛稀、杉山あかり） 

体操競技部 女子：団体優勝、個人準優勝（串﨑日生） 男子：個人総合第５位   インターハイ出場 

ソフトテニス部 

男子：個人ベスト３２（小村・吉田ペア） 

女子：団体準優勝、個人 第５位（瀬島・三上ペア）第６位（板垣・三上ペア）インターハイ出場 

   ベスト１６（周藤・福島ペア）ベスト３２（山本・三成ペア）（板垣・福ペア） 

卓球部 男子：団体１回戦敗退 個人戦２回戦敗退  女子：個人戦１回戦敗退 

弓道部 男子：団体４位、個人３位（川上詩生） 女子：団体予選敗退 

ソフトボール部 女子：ベスト４  

硬式テニス部 

男子：団体ベスト８、ダブルス ベスト１６（須谷・天野ペア）（松本・曽田ペア）（高見・多久田ペア） 

   シングルス ベスト１６（倉塚陸） 

女子：団体１回戦敗退、ダブルス ベスト１６（淺津・鎌田ペア）、シングルス ベスト１６（鎌田和） 

水泳部 
男子：背泳ぎ 100m 第４位、背泳ぎ 200m 第３位（村本成那）  

女子：自由形 50m 第６位、背泳ぎ 100m 第４位（柳楽沙耶） 

空手道 女子個人形競技優勝 女子個人組手競技ベスト８（成相美来）  インターハイ出場 

全国高校ダンスドリル選手権中四国大会（HIPHOP 女子部門 Small 編成）結果 

ダンス部 第４位 全国大会出場 

〇【速報】第５９回島根県高等学校総合体育大会・ダンスドリル選手権中四国大会〇 

祝！ 大社高校 県総体 ４連覇  男女総合優勝の部 A 第１位 

 ５月２７日～５月３０日 及び ６月３日～６月６日にかけて第５９回県総体が行われ、県内各会場にて熱戦が繰り広げられ

ました。本校は男女総合優勝の部 Aにおいて１位入賞し、４連覇を果たしました。各部の結果は以下の通りです。 

〇壮行式〇 

５月１９日（水）、各教室にて ZOOM 配信による壮行式を行いました。今年度は選手入場のシーンを各部毎にビデオ撮

影をしたものを編集し、各教室に配信しました。その後、各部の代表者が総体に向けての意気込みを語りました。スクリ

ーンをとおして各部の思いや熱気が伝わってきました。 



 

 

 

 

 

 

 

〇みんなで応援しました！ 県総体 ～ふれあい委員会、FHT、放送部～〇 

本校では毎年総体激励週間を設け、全校生徒で選手たちを応援します。 

ふれあい委員会は「メッセージボード」 FHT は「応援クッキー」で選手たちを激

励、また放送部は昼休みに校内放送で各部の取り組みや思いを紹介することによ

り応援ムードをさらに盛り上げました。 

令和３年度 学級担任等の紹介 

今年度の学級担任等を紹介します。 

 

 

今後の予定 

 

 

〇部活動等 大会結果報告〇 

〇剣道部〇  

中国高等学校剣道選手権大会島根県予選 

４月１６日～１８日 島根県立体育館  

男子：団体優勝 個人優勝（諏訪京四郎） 

女子：団体優勝 個人優勝（福島紫奈乃） 

                           中国大会出場 

〇ソフトテニス部〇 

島根県高等学校ソフトテニス中国大会島根県予選大会 

４月２３日～２５日 島根県立浜山公園テニスコート 

女子：団体戦優勝 個人戦優勝（板垣・三上ペア） 

ハイスクールジャパンカップに個人戦出場 

〇空手道〇 

 中国高等学校空手道選手権大会 島根県予選大会 

    ４月２５日 島根県立松江南高等学校体育館 

      女子個人形競技 優勝（成相美来）  

中国大会出場 

〇合唱部・ダンス部 パフォーマンスを披露しました〇  

 

 島根県ダンス合同披露会 

５月２９日（土）出雲高校や松江皆美が

丘女子高校と合同でカミアリーナにて

保護者や教職員を前に堂々と演技を披

露しました。 

イオン合唱フェス 

５月２９日（土）イオンモール出雲にて

町の人に美しい歌声を披露しました。 

令和３年度 学級担任等 

校長 江角和生（地公）教頭 長廻崇（英語）主幹教諭 髙橋実（地公） 

１年学年会        【学年主任】舟津亮二（英語） 

 担任 副担任 学年付 

1（普） 岩田 （英語） 三島則（家庭） 舟津 （英語） 

2（普） 伊藤智（数学） 須田 （芸術） 柳楽 （保体） 

3（普） 石飛守（英語） 曽田明（保体） 石原 （地公） 

4（普） 岩﨑 （地公） 杠  （国語） 渡部友（養護） 

5（普） 三島和（数学） 大澤 （理科）  

6（体） 後長 （保体） 石飛文（国語）  

２年学年会        【学年主任】神門宏和（英語） 

 担任 副担任 学年付 

1（B） 藤井 （英語） 板垣 （理科） 渡部一（地公） 

2（B） 神門 （英語） 石内 （保体） 福田 （国語） 

3（B） 小村尚（地公） 野崎 （数学） 田部 （芸術） 

4（B） 福原 （数学） 中奥 （地公） 石飛佳（養護） 

5（C） 伊藤淳（数学） 児玉 （国語）  

6（体） 中曽 （理科） 竹谷 （保体）  

３年学年会        【学年主任】兼折泰章（数学） 

 担任 副担任 学年付 

1（B） 尾原 （英語） 藤原 （数学） 兼折 （数学） 

2（B） 加藤 （理科） 木村 （国語） 永田 （英語） 

3（A） 古川 （国語） 杉谷 （地公） 田村 （地公） 

4（A） 田中 （数学） 立原 （理科） 岸  （理科） 

5（C） 三島健（理科） 大屋 （英語）  

6（体） 小村健（保体） 井上 （保体）  

普：普通科 体：体育科 ☆２、３年(A)(B)文系コース (C)理系コース 

 

 
6 月  

21 日(月) 試験発表 

28 日(月) 期末試験（～7月 2 日） 

7 月  

2 日(金) 寮大掃除 

6 日(火) 球技大会 

7 日(水) 芸術鑑賞（出雲市民会館） 

20 日(火) 終業式 保護者面談（午後） 

21 日(水) 夏季補習（～29 日）保護者面談（～28 日） 

30 日(金) 社高オープンスクール 2021 


