
 
「生徒が何かに挑戦できる１年にしたい！！」          校 長 駒川一彦 

本年度、校長として着任しました駒
こま

川
がわ

一彦
かずひこ

です。保護

者の皆様、 どうぞよろしくお願いいたします。         

※自己紹介は裏面の新任教員紹介文をご参照ください。 

さて、令和２年の年明けにコロナ禍が全世界の生活を

一変させ、今年で３度目の春を迎えました。今年こそは制約

の無い日常が戻ってくるのではないか、いや戻って欲しいと

いう願いも叶わず令和４年度がスタートしました。新２・３年

生にとっても、入学してきた新入生にとっても、この２年間の

高校生活や中学校生活は私生活を含め制約の中で我慢

せざるをえないものだったと思います。特に今までは当たり前

にできていた学校行事やいろいろな日常体験が生徒たち

には極端に不足しています。行事や体験は知らず知らずの

うちに生徒を成長させてくれます。私は新年度への思いとし

て、「何とか生徒に体験や挑戦をさせてやりたい」と考えて

います。もちろん感染状況を見ながら、安全の確保と生

徒・保護者、地域の皆様のご理解をいただいた上で進めて

いきます。 

生徒には「どうせできないよなぁ･･･」「ムリ」というような諦

めが先に立つのではなく、「こんな事ができるかもしれない」

「こんな事に挑戦したい」という希望が湧いてくるような雰囲

気づくりをしたいと思います。そして、生徒が生き生きと輝き、

保護者・地域の皆様のご期待に沿える学校づくりを目指し

ます。 

  矢上高校では、“地域社会の未来を共に生き抜く たく

ましい人間づくり“ を基本理念とする「第２期矢上高校将

来ビジョン」を策定し、地域の

皆様の温かいご支援のもと、

特色ある教育活動に取り組ん

でいます。これからも様々なご

協力を賜る機会が多いことと

思いますが、どうぞよろしくお願

いいたします。  

 

                    今年も桜が満開になりました！ 

☆☆☆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４年４月号：祝！ 入学特集号 

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！！ 
和 4 年 4 月 9 日(土)、令和４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。今年も会場・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歩んできた学校です。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月の行事予定 生徒会 模試・検定（４月・５月） 
4 月 1１日（月） 

 
19 日（火) 

  20 日(水) 
26 日(火) 

全学年進路希望調査 
身だしなみ検査（1 年） 
情報ﾓﾗﾙｾｷｭﾘﾃｨｰ講座 
寄宿舎避難訓練 
1 年三瓶研修、2・3 年遠足 

生徒会入会式     4 月 11 日（月）  

選挙管理委員会       〃 

立会演説会        4 月 20 日（水）   

生徒総会・引継式   5 月 11 日（水）  

スタディサポート（普１年） 

進路マップ （産技 1 年） 

就職・公務員模試（3 年希望者） 

進研記述模試（普 3 年） 

     〃 

就職・公務員模試（3 年希望者） 

英検第 1 回（１次） 

４月 15 日（金）  

    〃 

   20 日（水）  

28 日(木) 

29 日（金）  

5 月 18 日（水）    

27 日（金）  

検 診（４月・５月） 

中 間 試 験 
試験発表＊＊＊＊5 月 12 日（月）  

部活動停止期間＊5 月 15 日（木）開始 

中間試験＊＊＊＊5 月 12 日（木）～14 日（土）   

全  員 

眼科検診  4 月 21 日（木） 
身体測定  4 月 25 日（月） 
尿検査   4 月 27 日（水） 

※予備日 5/19（木）、5/31（火） 

歯科検診  5 月 18 日(水)19 日(木) 
１年のみ 

X 線・心電図検査  4 月 25 日（月） 

耳鼻科検診       4 月 28 日（木） 

ＰＴＡ 

旧 ＰＴＡ役員会・代議員会 4 月 22 日（金） 
  

PTA総会・寄宿舎保護者会 

5 月 14 日（土）予定 
※コロナ対応のため書面議決等となる場合があります 

 

新 PTA 役員会・代議員会 5 月 20 日(金)  

5 月 6 日（金） 
14 日（土） 
16 日（月） 
17 日（火） 

～6/4           
18 日（水） 

衣替え※夏服移行期間～6/6 
アンケートＱＵ 
振替休日（4/9） 
総体壮行式 
総体激励週間(６限授業) 
防災避難訓練(学校) 

高校総体まで残り２か月をきりました！ 全校全員全力！がんばろう！！ 
前期 5月 26日（木） 

～28日（土） 
陸上(出雲/浜山)  バレーボール（松江/鹿島）  

バスケットボール（浜田/浜田高校・金城総合体育館・県立体育館）  
後期 6月 2日（木） 

～ ４日（土） 
卓球（出雲/カミアリーナ）   バドミントン（松江/鹿島）   剣道（益田市民体育館） 

ソフトテニス（出雲/浜山）   バスケットボール（松江市総合体育館※ベスト４以上） 



 
☆令和 4 年度在籍生徒数                       過去 9年間の生徒数の推移 

                      

 
 
 
 
 
 

（R4.4/1 現在） 
 
※参考 生徒数/石見の県立高校(多い順) ①浜田 ②益田 ③益田翔陽 ④大田 ⑤矢上  

 

☆担任・部活動顧問紹介 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

☆新任者紹介 

令和４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！ 

校 長 
駒川 一彦（こまがわ かずひこ）校長先生 

教科 理科（生物） 
宍道高校より 

宍道高校から参りました駒川です。39 年前に矢上高校を卒業した 35 期の卒業生です。

母校に帰ってくることができ嬉しくてたまりません。生徒の皆さんのやりたいことや夢が実現

できるよう、皆さんと共に頑張りたいと思います。よろしくお願いします。 

主幹教諭 

清水 峰子（しみず みねこ）先生 
教科 国語 
教育庁教育指導課より 

 

藤井風の新しいアルバムを聴きながら、カラフルな山並みを抜けて邑南町に来ました。 

とても爽快でした。矢上高校での新生活が楽しみです。よろしくお願いします。 

萬燈 智子（まんどう さとこ）先生 

教科 国語 

隠岐島前高校より 

 

自然に恵まれた落ち着いた環境で、生徒さんや先生方と学び合いができることを楽しみ

にしています。 

角田 達志（つのだ たつし）先生 
教科 地歴公民（政治・経済） 

宍道高校より 

１ 素晴らしい「校訓」を持つ学校で学べる喜びを日々味わってください。 
２ 「探究」という活動を大切にしていますね。お互いにこの活動を大切にしましょう。 
３ 私の今のマイブームは・・・『「ボーッと生きてんじゃないよ！」ｂｙチコちゃん』です。  

どうぞ、よろしくお願いします。 

吉村 竜成（よしむら りゅうせい）先生 

教科  数学 

松江南高校より 

矢上高校への勤務は初めてになりますが、転勤する前から『良い学校だよ～』と聞いてい

て、みなさんと一緒に学ぶことができることを楽しみにしています！まだまだ、分からない

ことばかりなので、いろいろと教えてください。これからよろしくお願いします！ 

松原 圭佑（まつばら けいすけ）先生 

教科  数学 

出雲商業高校より 

皆さん、初めまして。４月から数学を担当させていただくことになりました、松原です。教員

になり今年で２年目になりますが、まだまだ不慣れな部分もあると思います。 

皆さんも新しい学年で不安もあると思いますが、一緒に頑張っていきましょう！ 

小早川 誠（こばやかわ まこと）先生 

教科 工業 

松江工業高校より 

はじめまして。小早川と申します。趣味は水草と水生甲虫の調査、神社仏閣巡り、 
占い、ラーメンを食べる事などです。工業高校以外での勤務は初めてのため、最初は慣
れないことばかりで戸惑うことが多いと思いますが、温かく見守ってやってください。 
宜しくお願いします。 

事務室 

竹山 宙（たけやま そら）主事 

教育庁総務課より 

初めまして。松江から来ました竹山といいます。学校で勤めるのも邑南町に来ることも初

めてで緊張しています。皆さんと年齢が近いので気軽に話ができたらと思っています。 

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 ２年 ３年 全学年 
男子 女子 計 男子 女子 計 男子 女子 計 

普通科 23 38 61 
(1) 33 21 54 44 16 60 男子 167 名 

女子 110 名 

合計 277 名 

産業技術科 24 11 35 24 10 34 19 14 33 

合計 47 49 96 57 31 88 63 30 93 

生徒数が過去 9年間で最大になりました！ 
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顧問・副顧問
部活動指導員

地域指導者

バレーボール 保科宗玄、深津学 鎌田真未子

バスケットボール 森田仁/女、中井誠/男、石橋晃倫、藤井勝洋

野球 安食淳一、乙原泰博、伊東望、吉村竜成 山本翔

ソフトテニス 吉田直人、萬燈智子

卓球 松原圭佑、佐々葉祐久 渡邊重彦

バドミントン 中島寿雄、和﨑勝之 井上敦

剣道 藤田和弘、佐藤泰志 新屋聡士

陸上競技 仁宮康介、小早川誠 上田満

美術 石金昭広、藤井勝洋 

写真 田中良実、川本直子 

茶華道 大畑直子、石川真澄 三宅悦子 

文芸 郷田菜摘、川本直子

吹奏楽 柳楽弘道、田中良実、佐藤泰志 

スキー等 石橋晃倫、小早川誠、松原圭佑、藤田和弘 

神楽愛好会 角田達志、立石篤、是光隆

食と農研究会 清水峰子、大畑直子、魅力化ＣＯ

学年主任 正　担 副　担 学年付き

普通科１組 吉村　竜成 中井　誠

普通科２組 萬燈　智子 松原　圭佑

産業技術科 仁宮　康介 藤田　和弘

普通科１組 森田　仁 郷田　菜摘

普通科２組 吉田　直人 石橋　晃倫

産業技術科 立石　篤 保科　宗玄

普通科１組 中島　寿雄 角田　達志

普通科２組 藤井　勝洋 田中　良実

産業技術科 安食　淳一 小早川　誠

大畑  直子
石金  昭広
伊東     望

清水  峰子
佐々葉祐久
石川   真澄
是光      隆

深津    学
和﨑  勝之
佐藤  泰志

３年

１年

２年

川本　直子

乙原　泰博

柳楽　弘道


