
いよいよ 2021年‥矢高生全員が飛躍の年となりますように！ 

☆生徒指導部長より 
 ｢一言に、後悔｣  

先日、生徒を呼んで指導しました。「２ 人はいつも喧嘩し

ているが、何かあったのか」と問うと。２ 人は「先生、僕

達は喧嘩していません、ただ、こんな言葉遣いでやってい

るだけです」という内容を答えてきました。私は「周囲には

他の仲間もいる。私も含めて君たち以外の人がいる。それ

なのに、2人の世界で、雑な言葉遣いでやりとりをしてい

る。その言葉遣いをどう思うか」と再度聞いたところ、２ 人

とも即答で、「あまり良くないと思います」と答えました。こ

の２ 人は、いつも攻撃的な言葉でやりあっています。おそら

く本音のところはそんなに気持ちがよいものではないと思い

ます。その周囲は尚更です。最後には「これからはもう少し

丁寧な言葉で話すように」と 2人に確認しました。 

さて、さらに別の日の私の出来事です。子どもの習い事

で、ある公園まで送迎していました。その待ち時間のことで

す。車内で本を読んでいたところ、隣に駐車してきた車か

ら、突然、衝撃音が・・・「やられた(>_<)」すぐに私が出て

行くと、後ドアから子どもが出てきた所でした。おそらく４ ～

５ 歳の子どもです。その後ゆっくりと、同じ後席に乗ってい

た、まだ若い祖母らしき人がでてきて、一言「当たりました

か～」と全く悪気もないその一言に私は、「・・・」唖然と

して話す気になりませんでした。傷ついたところを指さして

確認して、無言で自分の車に戻りました。それから数分後、

その祖母らしき人が窓際に来てなにやら話しかけてきまし

た。そこで、窓を開けると「すみませんでした」と、ようや

く謝ってきました。しかし、また次の言葉が信じられません 

 

でした。「いくら払いましょうか」と、軽い表情で言ってきま

した。本音では金で解決する気は無いけど、取りあえず言

ってみるような、軽い表情で言ってきました。私としては、

子どもがやってしまった事、大目に見ようと思った矢先の態

度に、怒りの感情が込み上げてきました。しかし、返した言

葉は「もう良いですから、行ってください」でした。直後

に、その車に乗っていた 3人は公園へ消えて行きました。

そうです。運転席に居た、もう一人、その子の母らしき人は

私の顔を見ることもなく、当然、謝罪の言葉もなく、行って

しまいました。それからの私の気持ちは、皆さんも察すると

ころだと思います。 

この状況で、あなたならどんな言葉で対応しますか。咄嗟

の判断の時に人間性が表れます。一言も話しもしない、態

度も示さなかった母らしき人は、問題外だと思います。せめ

て、子どもに代わって謝る行為をしてくれたら、どんなに私

の心は晴れただろうか。凹んだ傷跡に黒ペンキを塗りなが

ら自分の心も癒やそうと、鬱憤を晴らす時間を過ごしまし

た。 

言葉には一言に憤りを覚えることもあれば、一言で良い雰

囲気になることも、そして、一言で勇気をもらうこともある。

同じ時を共にして、同じ一言を発するなら、皆の気持ちが良

くなる一言を発したい。そのためには、せめて丁寧な言葉

遣いをしていくべきだろう。斎藤茂太さんの言葉に「いい言

葉は、いい人生をつくる」とある。矢高生にもこの言葉を贈

りたい。                                                

藤田和弘

☆令和3年1月の行事予定と3年生3学期の予定  ※3年生への矢高だよりの配布は、今回が最終となります。 

矢 高 だ よ り 令和２年 12月号 

令和３年１月の予定 3年生 3学期の日程 

完全閉舎日 12月29日(火）AM8:30 

～1月3日(日）PM5:00 

26日(水)  始業式・課題テスト 

2         身だしなみ検査 

19日(火)  特別休業日（入学者推薦選抜） 

20日(水)  防災訓練(火災の場合の訓練) 

22日(金)  5限授業 英検③１次 

29日(金)  課題テスト（数） 

 

未来フォーラム 
1月27日（水） 

邑南町健康センター元気館 

 

１ 月 出校日 

【12月】 

25日（金）・26日（土） 

【1月】 

4日（月）・5日（火） 

6日(水)   

7日(木)  

14日(木)・15(金)・ 

18日(月) 

 

16日(土)・17日(日) 

 

 

18日(月) 

20日(水) 

20日(水)～ 

2月22日（月） 

 

共通テスト演習 

 

共通テストリハ―サル 

始業式 

試験発表 

3年卒業試験 

  〃 

 

大学入学共通テスト 

(県立大浜田キャンパス) 

 

自己採点 

自由登校開始 

直前補習 

1月27日(水) 

2月13日(水) 

2月10日(水) 

2月17日(水) 

卒業式関連 

 

3月1日(月) 

予行練習 

卒業生会入会式 

 

3月2日(火) 

卒業式 
模試の日程 

21日（木）・22日（金） 

21日（木） 

27日(水) 

進研模試（普2年） 

進研模試（普1年） 

就職公務員模試（２年） 



☆☆☆2学期球技大会結果報告☆☆☆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

☆大会結果 (10月30日～12月14日) 

☆☆☆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！☆☆☆ 

 1位 2位 3位 

サッカー ３年３組 ３年１・２組  

卓  球 高田・長山 
(３年２組Ｃ) 

洲濱・駒川愛 
(３年２組Ｂ) 

井本・屋原 
(３年３組Ｂ) 
河野・豊田 
(３年３組Ｃ) 

 
バスケット 

男
子 

３年１・２組 ２年３組Ｂ ２年３組Ａ 
１年１組 

女
子 

１年３組 ３年２組 ３年１組Ａ 
２年１・２組Ａ 

 
バドミン 
トン 

 

男
子 

中田・野坂 
(２年１・２組Ｂ) 

栗原・森脇翔・
村上拓 

(３年１・３組Ｂ) 

長谷川・村上拓 
(３年３組Ｂ) 
齋藤・寺前 
(１年１組Ａ) 

女
子 

野上・日野原 
(３年１組Ａ) 

上坪・山本 
(３年３組) 

長谷川・槇田 
(３年１組Ｂ) 

駒川鈴・寺本優 
(３年２組Ｂ) 

野球部 

 

第９３回選抜高校野球大会２１世紀枠 
(日本高野連、毎日新聞社主催) 

 
令和 2年 11月 18日(水)島根県代表校として推薦表彰されまし

た。 

令和2年12月11日(金) 中国地区代表校に選出されました。 

                        ※ 全国の代表校9校のうちの1校 

バドミントン部 

男子は５年ぶりの１回戦突破！ 

男子ダブルスのベスト８は初の快挙！ 
島根県高等学校新人大会 

【期 日】令和2年11月13日(金)～15日(日) 

【会 場】鹿島総合体育館 

☆学校対抗戦(団体戦)      

・1回戦 矢上 ３ー２ 松江農林 

・2回戦 矢上 ０ー３ 松徳学院 ※ベスト8(シード権獲得）  

☆個人戦(男子ダブルス) 

・村上楓也・松村璃邑 ※ベスト8 

☆個人戦(男子・女子シングルス)  

・小田圭ー、村上楓也、松村璃邑 ※ベスト32 

・木竜明日香 ※ベスト32 

 

卓球部 

県高校新人卓球大会 

【期 日】令和2年10月30日(金)～11月1日(日) 

【会 場】鹿島総合体育館 

☆学校対抗 

・予選リーグ     矢上  ３ー１  大社， 

矢上  ０ー３  松徳学院 

・2位トーナメント  矢上  ３ー１  邇摩 

矢上  ２ー３  浜田 

☆個人戦シングルス  

中田海陽(1ー2)     ※ベスト32 

バレーボール部 

島根県高等学校バレーボール選手権大会 

【期 日】令和2年10月30日(金)～ 11月1日(日) 

【会 場】松江市総合体育館 

1回戦  矢上 ０―２ 浜田〔18ー1stー25 〕〔12ー2ndー25〕 

バスケットボール部   

島根県高等学校バスケットボール選手権大会 

【期日】令和2年10月30日(金)～11月1日(日)、7日(土) 

【会場】カミアリーナ 

男子  1回戦 矢上  ７２ー６５  出雲 

2回戦 矢上  ３６ー１１４ 松江西 

女子  1回戦 矢上 １３４ー２６  島根中央 

2回戦 矢上  ４８ー７５  松江東 

島根県高等学校バスケットボール新人大会石見地区予選 

【期 日】令和2年12月12日(土)～13日(日) 

【会 場】浜田高校  

男子が１月の県大会出場権獲得！ 
  男子 １回戦       矢上 ８４ー５５ 明誠 

       ブロック決勝     矢上 ６１ー６５ 浜田商業 

       県大会出場決定戦  矢上 ８９ー５９ 益田 

  女子 １回戦       矢上 ３８ー６４ 益田 

美術部 

第53回島根県高校美術展 

【期 日】令和2年12月11日(金)～14日(月) 

【会 場】島根県立石見芸術センター グラントワ 

入選 絵画の部   岩切茉名 河手風雅 日野原吏柊 

デザインの部 岩切茉名 河手風雅 立木史堂 井上詩苑 

映像の部   立木史堂 

※河手くんの絵画が全国総文祭候補作品審査の 24 点の中に選ばれ

ましたが、惜しくも選ばれませんでした。 

吹奏楽部 

第44回全日本アンサンブルコンテスト島根県大会 

【期 日】令和2年12月13日(日) 

【会 場】大田市民会館 

高等学校部の部 管打8重奏 銀賞 


