
令和３年度がスタート！！今年度もよろしくお願いいたします！！ 

「一期一会のご縁を固い絆へ」     校長 志波 英樹 
校舎から望む原山の山並みが、鮮やかな新緑の色彩を見せており、誠に春らし

い山笑う季節となっています。本年度は普通科６０名、産業技術科３５名の新入

生を迎え、全校生徒２５７名で令和３年度をスタートします。 

 矢上高等学校は、創立七十有余年の歴史と伝統を有する学校で、９８００名を

超えるたくさんの先輩方が、県内外のさまざまな分野で活躍をされています。ま

た、地元の皆様の温かいご支援のもと、地域にはぐくまれ、地域と共に発展して

きた学校です。 

 近年は、邑南町と共に学校の魅力化・特色化に取り組み、県内外の多くの地域

から、本校をめざして生徒が集まるようになりました。県内各地、全国各地それ

ぞれの場所で育ってきた人たちが、矢上高校で学ぶという同じ志を抱いてここに

集い、青春時代の３年間を共に過ごしていく。「ご縁の国」と言われる島根県な

らではの出会いが、ここにあります。 

 １年生は、一期一会のご縁を、３年間を共に過ごす中で、固い絆へとつないで

いってほしいと思います。そして、２・３年生は、新入生のよき手本となり、   

２５７名が力を合わせて、活力ある学校をみんなで作っていきましょう。 

☆☆☆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３年 ４月号 

今年も桜が満開となりました！ 

祝入学！新 1年生 95名が矢上高校での高校生活をスタート！！ 
令和３年 4 月 9 日、令和３年度入学式が執り行われました。普

通科６０名、産業技術科３５名、計９５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。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。 

矢上高校は長年地域に愛され続けている学校です。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。 

４月・５月の予定 生徒会 模試・検定の日程（４月・５月） 

4 月 13 日（火） 

27 日（火） 

30 日（金） 

5 月 5 日（水）

6 日（木） 

 

8 日（土）  

12 日(水) 

～14 日（金） 

14 日（金） 

17 日（月） 

18 日（火） 

           

19 日（水）   

   

1 年生入学時研修 

2・3 年生遠足 

試験発表 

部活動停止～ 

衣替え 

※夏服移行期間～６/7 

出校日 情報モラル講演会 

中間試験 

 

アンケートＱＵ 

振替休日（5/8） 

総体壮行式 

総体激励週間～6/4※6 限 

防災訓練(学校) 

寄宿舎避難訓練 

4 月１2 日（月） 生徒会入会式 

選挙管理委員会（2、3 年）  

15 日（木） 選挙管理委員会（１年） 

21 日（水） 生徒会立会演説会  

5 月 14 日（金） 生徒総会 生徒会引継式 

４月 21 日（水） 就職・公務員模試 

（3 年希望者） 

27 日（火） スタディサポート（普１年） 

 進路マップ （産技 1 年） 

    29 日（木） 進研記述模試（3 年） 

5 月 14 日（金） 就職・公務員模試 

（3 年希望者） 

   21 日（金） 英検第 1 回（1 次） 

検診の日程（４月・５月） 

全  員 

尿検査   4 月 20 日（火） 
※予備日４/27（火）、5/11（火） 

身体測定  4 月 26 日（月） 
眼科検診  5 月 20 日（木） 
１年のみ 

X 線・心電図検査  4 月 22 日（木） 

耳鼻科検診       5 月 21 日（金） 
色覚検査 ※1 年生希望者 

ＰＴＡ 

4 月 23 日（金）  旧ＰＴＡ役員会 
代議員会 

 
5 月 8 日（土） PTA 総会 

          寄宿舎保護者会 

島根県高校総体 がんばろう！ 
前期 5月 27日（木）～30日（日）   陸上(浜山)   バスケットボール（男女：出雲） 

後期 6月 3日（木）～ 5日（土）   卓球（益田）  剣道（大田）  バドミントン（鹿島）   

バレーボール（出雲）        ソフトテニス（松江） 



☆担任・部活動顧問紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 
☆新任者紹介 
令和３年度新たにお迎えした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！ 

主幹教諭 

山岡 二三男（やまおか ふみお）先生 

教科 地歴公民（世界史） 

三刀屋高校掛合分校より               

三刀屋高等学校掛合分校から参りました山岡二三男といいます。 

地歴公民科です。 

「腕に覚えのある教師」を目標に頑張ります。 

よろしくお願いします。 

石橋 晃倫（いしばし てるみち）先生 

教科 地歴公民（地理） 

 

はじめまして！今年度からお世話になります石橋です。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

乙原 泰博（おとはら やすひろ）先生 

教科 数学 

大田高校より 

大田高校から来ました乙原といいます。矢上高校をおよそ 30年前に卒業

した矢高 OB、そして野球部 OBです。皆さんと一緒に頑張りたいと思いま

すので、よろしくお願いします。 

小松 勇斗（こまつ ゆうと）先生 

教科 数学 

 

はじめまして！松江市から参りました小松勇斗といいます。引っ越して

きて寂しいのでたくさん話しかけてくれると嬉しいです。この一年間共

に学び、共に高め合いましょう。よろしくお願いします。 

川本 直子（かわもと なおこ）先生 

教科 英語 

浜田水産高校より 

海の町浜田から転勤してきました。邑南町のきれいな空気、山々の美し

さに心が癒やされる思いです。この豊かな自然に囲まれながら、心機一

転、皆さんと一緒に頑張ろうと思います。よろしくお願いいたします。 

田中 良実（たなか よしみ）先生 

教科 英語 

大社高校より 

趣味は家族で野外活動をすること、特技は英会話です。皆さんともたく

さん英語で活動したいと思います☆美しい自然に囲まれた矢上高校にこ

れから毎日通うことを楽しみにしています。よろしくお願いします！ 

中井 誠（なかい まこと）先生 

教科 英語 

 

出雲から来ました新卒一年目の中井です。高校勤務も初、邑南町に来る

のも初で初めてづくしでとても緊張していますが若手らしく一生懸命頑

張ります！よろしくお願いします。 

大畑 直子（おおはた なおこ）先生 

教科 家庭科 

浜田商業高校より 

大畑と言います。趣味は音楽鑑賞と釣りです。矢上では、一度ブラック

バスを釣ろうと池に行きましたが、何も釣れませんでした。皆さんと一

緒に勉強するつもりでがんばりますので、よろしくお願いします。 

立石 篤（たていし あつし）先生 

教科 農業 

松江農林高校より 

矢上高校は初めてになりますが、10数年ぶりに邑南町に住むことになり
ました。前回住んでいたときに石見町から邑南町になり、時折そんなこ
とも出るかも知れません。無駄に大きな声でしゃべりますので内緒話に
向かない教員です。皆さんよろしくお願いします。 

伊東 望（いとう のぞむ）先生 

教科 農業 

石見養護学校より 

石見養護学校から来ました伊東です。地域で挨拶をしてくれる姿や石養

との交流での姿を見て、爽やかで好印象のイメージです。一緒に勉強、

実習できるのを楽しみにしています。よろしくお願いします。 

鎌田 真未子魅力化コーディネーター 

（かまた まみこ） 

昨年度より矢上高校バレーボール部の部活指導員として矢上高校に関わ
らせていただいています。山本コーディネーターにつづき矢上高校や地
域のみなさんを盛りあげられるようにがんばりますのでよろしくお願い
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＾＾！ 

【学級担任】 【部活動顧問】 

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　中井誠　和﨑勝之

野球 安食淳一　乙原泰博　伊東望　藤井勝洋

ソフトテニス 吉田直人　川本直子
卓球 石橋晃倫　佐々葉祐久
バドミントン 中島寿雄　小松勇斗
剣道 藤田和弘　佐藤泰志
陸上競技 佐藤成晃　仁宮康介
美術 石金昭広　立石篤
写真 田中良実　藤井勝洋
茶華道 大畑直子　石川真澄
文芸 郷田菜摘　山平恭史　田中良実
吹奏楽 柳楽弘道　中島紀子　佐藤泰志

学年主任 正　担 副　担 学年付き

普通科１組 川本　直子 柳楽　弘道

普通科２組 郷田　菜摘 深津　学

産業技術科 立石　篤 森田　仁

普通科１組 中島　寿雄 中井　誠

普通科２組 藤井　勝洋 田中　良実

産業技術科 安食　淳一 佐藤　成晃

普通科１組 吉田　直人 石橋　晃倫

普通科２組 多賀　秀哉 保科　宗玄

産業技術科 仁宮　康介 藤田　和弘

大畑　直子
石金　昭広
小松　勇斗
是光　　隆

山岡　二三男
石川　真澄
佐藤　泰志

佐々葉　祐久
和﨑　勝之
伊東　　望

３年

１年

２年

乙原泰博

山平恭史

中島　紀子


