
まもなく 1学期が終了します。ここまでのふりかえりと 2学期に向けてステップアップをしよう！ 
☆生徒指導部長より
「素敵な出来事」 

10年以上前の出来事である。高校剣道の中国大会が岡

山であった。宿泊先は、日本三名園の一つである後楽園

から近いホテルだった。 

大会前日の練習が終わり、夕食までの空き時間があっ

たので、少しぐらいは試合を忘れて心身をリラックスさ

せてあげたいと考え、散歩がてら部員を連れて後楽園に

行った。 

閉園間際の入園となった。園内には私達と２～３組の

観覧者が居た。夕方の爽やかな風に吹かれながら、ゆっ

たりと部員達と歩いていた。閉園の時間が近づき、私は

少し早く歩くように促した。しかし、部員達は私のペー

スからたびたび遅れた。私が先を歩いては待つという散

歩になった。後半「閉園がそろそろだぞ」と言ってさら

に急かせた。 

後楽園を出る門の所で、部員に「お前達、たびたび私

から遅れていたが、何か気に入った場所があったの

か？」と聞いた。それに対して部員は「先生、遅れた理

由は、日本三名園と言われるここの庭園を歩いて、気に

いらないことがあったからです」私は？？「何が気にい

らなかった」部員は「園内を歩くとタバコのポイ捨てが

所々にあったことです。それは、この庭園には相応しく

ないと思い、拾っていました」と言ってきた。私は、そ

の発言に対して、急かせた自分を恥ずかしく感じた。そ

のような会話をした後、ホテルに向かった。 

その帰り道で、再び部員が遅れ出した。私は、この道

ばたでもタバコを拾い続けているのかと思い確認した。

「お前達、また何か拾っているのか？」すると部員は落

ち込んだ表情で「先生、財布を落としました」と言って

きた。おそらく、タバコを拾う時のしゃがみ込む動作の

中で落ちたのではないか。また、この人混みの中ではも

う戻ってこないと思った。それでも一縷の望みを持ち

「わかった、皆で、もう一度、後楽園まで戻りながら探

そう」と伝え引き返した。私達の集団が道路をきょろき

ょろしながら歩いている姿は、周囲から見ると怪しげな

集団であったであろう。            

しばらくすると、道路の反対側にいた外国人の観光客

がこちらを見ていた。 

その外国人が英語で「〇△□？？？」と声をかけてき

た。その外国人に対して私達は身振り手振りで何をして

いるか説明した。その矢先財布を差し出してきた。その

財布こそ、探していた部員の物であった。 

「This one is mine」 「Thank you very much」と部員達

は返答し、その財布を渡してもらった。みんな素敵な笑

顔でホテルに帰ることができた。 

そして、次の日の試合。予選リーグ初戦の相手は優勝

候補のチーム。私達のチームは、実績ではかなりの格下

だった。相手も試合ならし程度にしか考えていなかった

であろう。しかし、このチームは獅子奮迅の戦いをし

た。大将戦までもっていき五分の戦いをした。引き分け

となったが我がチームとしては大金星に値する試合だっ

た。リーグの結果としてはそのチームが上がったが、今

でも私は鮮明に思い出せる素晴らしい試合内容だった。 

 

話は変わり、先日、本校では球技大会があった。生徒

達は誰もが楽しんでいる様子が伺えた。大会をやるには

審判が必要である。バレーはバレー部員が、ソフトボー

ルは野球部員が、卓球は卓球部員が手伝ってくれた。自

分が出場する試合の合間を縫って、審判をしてくれた。

休む時間もなく主審、副審、ラインズマン、得点等を滞

りなくしてくれた。縁の下の力として、球技大会の運営

を支えてくれた。この行動はとても素晴らしかった。こ

のような生徒達の行動のお陰で、笑顔が多い球技大会と

なった。片付けは、みんなが手伝っていた。 

未来の日本を担う生徒達をどのように育てていくか。

そのようなことを考えなければいけないかもしれない

が、目の前の素敵な出来事をまずは大切にしたい。 

「思いやりのある人間」 

これが素敵な未来へのスタート。 

            

 生徒指導部長  藤田 和弘

令和４年度 矢高祭 のお知らせ 
9/2（金）～3（土）文化祭 吹奏楽部演奏、生徒神楽演舞、文化部作品展、委員会展示、クラス発表 など  

9/4（日）～3（土）体育祭 開会式、各種競技、分団対抗リレー、応援合戦、部活対抗リレー       など  
※詳細は矢高だより 8月号、ホームページでお知らせいたします。 

矢 高 だ よ り 令和４年７月号 



 

祝！インターハイ出場！中国大会走高跳で森脇選手が４位入賞！ 
６月１６日（木）～１９日（日）に浜山公園陸上競技場で行われた中国大会女子走高跳で、森脇千智選手が第 4

位に入賞し、この夏徳島県で開催されるインターハイ出場を見事決めました！！陸上競技部は 2 年連続のインタ

ーハイ出場です！！ 
・女子走高跳 4位 森脇千智 ※インターハイ確定 

記録は全体で 2番目、2位と同記録 

 

・女子七種競技   7位  出店優花  
・男子 4×400mR 準決勝進出 新井裕太 新井伊織  

青木亮太 上田康生 
・女子 400m      準決勝進出 金子 継 
・男子 400m     準決勝進出 新井裕太             チーム力で県総体、中国大会でも輝かしい成績となりました！ 

                          

祝！家畜審査競技県大会 団体最優秀賞！ 2 年連続の快挙！！ 
６月１４日（火）島根県畜産技術センターにて島根県学校農

業クラブ連盟家畜審査競技県大会が開催され、個人戦では出

場２２名中の１３名が優秀賞を獲得、団体戦においては 

２年連続の最優秀賞を獲得することができました。 

    延長戦となった決勝戦。最後の問題を見事に正解しました！ 

（先鋒：高田優希奈さん・中堅：中田星来さん・大将：竹田雄詞くん） 

  

祝！中国大会出場！ 大矢選手が大善戦！！ 
剣道部の大矢千尋選手が 6 月 17 日(金)～19 日(日)広島県福山市で開催された中国大会に出場し、岡山県代表

の強豪選手と見事に最後まで戦い抜きました！大矢選手は 3 年間目標を常に高く持ち、県内外の高いレベルの

中でひるむことなく戦い続け、笑顔と努力で剣道部をひっぱってくれました！                      

【大矢千尋選手の主な戦績】 

第 67回中国高等学校剣道選手権大会(中国大会)出場   （R3.6 月 山口県山口市） 

島根県高等学校剣道新人大会 3位入賞            （R4.3 月 カミアリーナ） 

第 24回中国高等学校新人剣道大会(中国新人)ベスト 16  （R4.3 月 広島県廿日市市）  

第 68回中国高等学校剣道大会島根県予選 ベスト８     （R4.4 月 鹿島総合体育館） 

島根県高等学校総合体育大会 ベスト８                （R4.6 月 益田市民体育館） 

第 68回中国高等学校剣道選手権大会(中国大会)出場    （R4.6 月 広島県福山市）  

 高校最後の中国大会で一緒に戦ってきた中島梓さんと 

 
 
★男子バレーボール 

 
★女子バレーボール 

 
★ソフトボール 

 
★卓 球 

1位 ３年２組Ａ  1 位 ２年２組 １位 ３年１組 1位 １年 1組 
2位 ２年１組  2 位 ３年３組 ２位  ３年２・３組 2位 ２年１組 
3位 ３年１組 B 

３年３組A 
 3 位 １年１組A、 

１年３組 
３位 ２年１組、 

２年２・３組  

3位 ２年２・３組 
３年１・２組 

☆☆☆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！☆☆☆ 

令和 4年 ８月～９月の予定 

8月     2日(火) 

12 日(金)･15日(月) 

12 日(金)～15日(月) 

22 日(月) 

24 日(水) 

9月  2日(金)･3日(土) 

4 日(日) 

5 日(月)･6日(火) 

12 日(月) 

15 日(木) 

22 日(木) 

 

22日(木)～10月 3日(月) 

29日(木)～10月 4日(火) 

第 1 回オープンスクール 

学校閉庁日 

寄宿舎完全閉舎日 

 始業式  

分団集会(競技説明･選手決め) 

矢高祭（文化祭） 

 〃 （体育祭） 

振替休業日 

全学年進路希望調査 

巡回相談 

試験発表 

衣替え(冬服移行期間～11/1) 

部活動停止 

中間試験 

進路関連・模試の日程 

8月  

 

 

 

 

9月  

4 日(木) 

5 日(金) 

9 日(火) 

24 日(水) 

 

9 日(金) 

10 日(土) 

13 日(火) 

16 日(金) 

 

17 日(土) 

 

3 年普  全統共通テスト模試 

〃     〃 

3 年普  大学別オープン模試     

3 年希  就職･公務員模試 

 

3 年普  全統記述模試/小論文 

3 年普  全統記述模試 

1･2年普 スタディサポート 

2 年   小論ガイダンス 

3 年普  進研駿台共通テスト模試 

3 年普     〃 

※普/普通科、希/希望者 


