
令和 2年度がスタート！！今年度もよろしくお願いいたします！！ 

校長挨拶 

新型コロナウイルス感染症が全国に広がる中での、新年度のスタートとな

りました。私たち一人一人がしっかりと自覚をもって必要な対策をとってい

かなければ、安全を確保することが難しくなります。自分自身、大切な家族

や友達の命と健康を守るために、生徒の皆さんの協力をお願いします。 

始業式では、室町時代の能楽師世阿弥の「初心忘るべからず」という言葉

を紹介し、物事に初めてあたる時の新鮮な気持ちや緊張感を大切にしよう、

という話をしました。「慣れ」による慢心や過信を戒める言葉です。年度初め

のフレッシュな気持ちをしっかり持って、新年度をスタートしましょう！ 

 

☆矢高 NEWS 

☆☆☆日頃のニュースやお知らせは、矢上高校ホームページに掲載しておりますので是非ご覧ください！☆☆☆ 

矢 高 だ よ り 令和２年 ４月号 

今年も桜が満開となりました！ 

祝入学！新 1年生 93名が矢上高校での高校生活をスタートしました！！ 

令和 2 年 4 月 9 日、桜が満開の青空の中、令和 2 年度入学式が執り行

われました。普通科 60 名、産業技術科 33 名、町内施設に滞在してい

る生徒の入学式も執り行われ、93 名全員で矢上高校生としての第一歩

を踏み出すことができました。新型コロナウイルス感染防止のため、

新入生と保護者の方のみでの 2 会場に分かれての入学式となりました

が、会場・玄関などに産業技術科で育てた花が飾られ、新入生を温か

く迎えいれることができました。ここ邑南の地で新入生の皆さんと共

に学べることを心よりうれしく思います。新入生、そして保護者の皆

様、今後ともどうぞよろしくお願いいたします！校訓「腕に覚えのある人間 筋金の通った人間 思いやりの

ある人間」を胸に一緒に矢上高校を盛り上げていきましょう！！ 

※新型コロナウイルス感染症の影響により、行事や大会が中止・延期・変更となる場合があります。 

PTA総会開催・寄宿舎保護者会

開催について 

新型コロナウイルス感染予防のた

め、5月 9日（土）予定のＰ Ｔ

Ａ総会、寄宿舎保護者会は開催

できない可能性がございます。 

開催の可否や、議案可決方法に

ついて現在検討中です。今後の

対応については、ホームページ

やお便りにてお知らせいたします

のでご承知おき下さい。ご理解ご

協力のほどよろしくお願いいたしま

す。 

５月の予定 模試の日程（４月・５月） 

1 日（土）  考査発表 

6 日（水） 部活動停止～14 日（木） 

7 日（木） 衣替え※夏服移行期間 

13 日（水）～15 日（金）中間考査 

15 日（金）  生徒総会・生徒会引継式 

         アンケートＱＵ  

19 日（月）   総体壮行式 

※～29 日 総体激励週間：6 限授業 

20 日（火）  防災訓練(学校) 

寄宿舎避難訓練 

※9 日（土）PTA総会・寄宿舎保護者会、 

18 日（金）振替休日は変更の可能性あり 

４月 20 日（月） スタディサポート（普１年） 

 進路マップ （産技１年） 

22 日（水） 就職・公務員模試（３年希望者） 

5 月１日（金）2 日（土） 進研記述模試（１年普） 

15 日（金）  就職・公務員模試（３年希望者） 

検診の日程 

4 月 23 日（木）      尿検査 ※予備日 5/1 、5/21 

24 日（金）      X線・心電図検査（１年） 

延期・変更になる検診 

4 月 22 日（水）身体測定、30 日（木）耳鼻科検診

（１年） 、5 月 20 日（水）・21 日（木）歯科検診 、

26 日（火） 内科検診(１年)    

島根県高校総体 前期 5月 28日（木）～31日（日）  剣道・バスケットボール（男女） 

がんばろう！  後期 6月 24日（木）～37日（日）  卓球・陸上・バドミントン・バレーボール・ソフトテニス 



☆担任・部活動顧問紹介 

新しい担任、部活動顧問を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆新任者紹介 

令和 2年度新たにお迎えした 6名の新任の教職員をご紹介します！ 

お名前・担当教科・前配属先 矢高生へ一言おねがいします！ 

奈良井 瑞恵（ならい みずえ）教頭 

教科 国語 /島根教育センターより 

山に守られ地域に守られ愛されて花開こうとするみなさんとともに

成長する日々をこの地で送りたいと思っています。みなさんに出会

うためにここまで来ました。よろしくお願いします。 

深津 学（ふかつ まなぶ）先生 

教科 地理歴史（世界史）/横田高校より 

自然豊かな邑南の地で、素直で優しい生徒の皆さんと一緒に活動す

ることができることを楽しみにしています。早く矢高の一員になれ

るよう頑張ります。よろしくお願いします。 

和﨑 勝之（わさき かつゆき）先生 

教科 理科（生物）/浜田高校より 

自然豊かな環境の中、生きた教材を探しつつ、一緒に生物の

楽しさを学びましょう。 

よろしくお願いします ! 

郷田 菜摘（ごうた なつみ）先生 

教科 芸術（書道）/浜田高校より 

ごう「た」です。矢上と一緒でにごりません。高校時代は書

道部と美術部に所属していました。最近は「タヌキとキツネ」

にはまっています。 

吉田 健一（よしだ けんいち）事務長 

島根県保健体育課より 

県立学校での勤務は３０年ぶりですが、矢高生の若いパワー

を感じながら楽しく仕事をしたいです。実年齢より若く見ら

れがちですが、実は孫が一人いるおじいちゃんです！ 

宇畑 佳菜子（うばた かなこ）主事 

           新規採用 

学校運営での裏方の仕事なのであまり学生の皆さんと関わる機会が

少ないかもしれませんが、みなさんが楽しく学校生活を送れるよう

サポートできるように頑張っていきます。よろしくお願いします。 

今年も全員で矢上高校を盛り上げていきましょう！よろしくお願いいたします＾＾！ 

【１年】
学年主任 山田　　桂

正担任 副担任
普通科１組 藤井　勝洋 森田　　仁
普通科２組 山田　　桂 新谷　理恵
産業技術科 安食　淳一 佐藤　成晃

【２年】
学年主任 山平　恭史

正担任 副担任
普通科１組 吉田　直人 吉川　航平
普通科２組 多賀　秀哉 山平　恭史
産業技術科 仁宮　康介 藤田　和弘

【３年】
学年主任 中島　紀子

正担任 副担任
普通科１組 和﨑　勝之 中島　紀子
普通科２組 中島　寿雄 西田　弘幸
産業技術科 三谷　圭一 柳楽　弘道

学年付

学年付

学年付

佐々葉祐久・郷田菜摘・
是光隆・石川真澄

石原寛治・深津学・
佐藤泰志

保科宗玄・石金昭広・
小泉育代・植田義隆

【活動動顧問】

バレーボール 保科宗玄 深津学

バスケットボール 森田仁 多賀秀哉 和﨑勝之

野球 安食淳一 藤井勝洋 吉川航平

ソフトテニス 吉田直人 和﨑勝之

卓球 山田桂 佐々葉祐久

バドミントン 中島寿雄 西田弘幸

剣道 藤田和弘 植田義隆

陸上競技 佐藤成晃 仁宮康介

美術 石金昭広 石原寛治

写真 小泉育代 三谷圭一

茶華道 新谷理恵 石川真澄

文芸 山平恭史 郷田菜摘 小泉育代

吹奏楽 柳楽弘道 佐藤泰志 中島紀子

顧問
【部活動顧問】 


