
２０２２年も残りわずか・・1年をふりかえり新年に備えよう！！ 
☆生徒指導部長より 

 「ありがとう」 

シャトルランはスポーツテストの種目の一つで、体育

館でひたすら往復しながら自分の限界まで走る内容であ

るため、体力的にも精神的にもとても辛い種目である。

それを体育の授業で定期的に実施している。最近では11

月に実施し3年生の鈴木雄斗君が152までいった。部活

動を引退していて、この記録は素晴らしい。ちなみに彼

のベスト記録は166である。ブラボー！！ 

この時に私も生徒と一緒に走ったのだが途中暑くな

り、上着をポイっと投げ捨てた。走り終わった後は、か

なり疲れていたので上着を忘れてしまった。授業後に、

それを綺麗に畳んで持ってきてくれた生徒がいた。この

素敵な気遣いができる生徒達に「ありがとう」という気

持ちや言葉が自然と出てきた。気持ちがよかった。 

 

 

さらに最近「ありがとう」という言葉に関わる出来事

が私にあった。 

 

1月、母に癌が発見され、入退院を繰り返すことにな

った。初夏には手術をしなければいけなくなり、その入

院前に母の食べたいものを聞いた。「鮎」が食べたいと言

ってきた。ちょうどスーパーに売れていた鮎を塩焼きに

した。 

「とても美味しかった。全部食べることができた」 

と母が言ってくれた。この頃には食事もまともにでき

ていなかったので、鮎一匹は久しぶりの御馳走になった

ようだ。 

 

それからしばらく入院が続いた。初秋にようやく退院

が許可され2週間ほど自宅療養ができた時期があった。

その期間、母の朝食を準備した。私なりに作ってはみた

が、結局、小さなスプーンで汁物を口に少し入れる程度

であった。そこで、私が 

「医者からもなんとか食べさせてくれと言われているの

だから、食べないと元気になれないぞ」 

と言うと、母は、 

「ありがとう。でも食べられない」 

そこで私は、 

「せっかく朝早く起きて作ってんだから無理にでも食べ

てや」 

と言って、一方的に言いまくった。その時の私として

は、食べることができれば、回復すると本当に思ってい

た。 

 

しかし、食べる事は母にとって、とても苦痛を伴う行

為であったようだ。食べれば、激しい嘔吐と腹痛が起こ

ってくる。食べないことが自己防衛だったのかもしれな

い。 

 

食べることもできないため再び入院となった。それか

ら母の状態は加速度的に悪くなっていった。私達家族

も、母の状態が戻らないことを医師からの説明と母の様

子でようやく気が付いた。それならば、母への声掛けも

違っていたのに。 

「・・・食べてや」なぜそんな言葉を吐いてしまったの

か。 

 

そして、２カ月後に再び医師から一日だけの帰宅許可

をもらった。私達も生きて家に帰れるのはこれが最後と

思った。そこで母に聞いた。 

「孫達が何か作ってあげると言ってるよ。何か食べたい

物は」 

それに対しての返事が「カレーライスと鮎」だった。お

そらく母は食べるつもりはなく、孫たちが作りやすいカ

レーライスを選んだのであろう。鮎についてはわからな

いが、多分、焼くだけだから簡単だと思ったのか、それ

とも半年前に食べた鮎がとても美味しかった記憶があっ

たのか。これは今となってはわからない。 

そしてその時も、小さなスプーンに僅かな量をのせて

舌の上に置いたがどちらも飲み込むことはできなかっ

た。 

 

それから間もなく、母は他界した。結局、最後にしっ

かりと食べることができたのは、半年前に食べた鮎だっ

た。 

 

私は、最後まで親不孝だった。もっと食べられる物が

あったかもしれない。もっと優しい言葉もかけられたは

ず。自分への口惜しさが涙にかわる。 

看取る時に、母も必死に何かを伝えようとしていたが

言葉にならなかった。 

孝行したい時に親はいない。私への自戒の言葉であ

る。 

 

思い返すと母から最期にはっきりと聞けた言葉は 

 

「ありがとう」 だった。      

藤田和弘 

矢 高 だ よ り 令和４年 12月号 



☆令和 5年 1月の行事予定と 3年生 3学期の予定                                

 

☆大会結果 (10月 22日～12月 18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！☆☆☆ 

令和5年１月の予定 3年生 3学期の日程 

12/29(木)～1/3(火)  完全閉舎日  

 

１0日(火)  始業式 

2         身だしなみ検査 

19日(木)  特別休業日（推薦入学者選抜）  

20日(金)  英検③(1次) 漢字検定 

27日(金)  未来フォーラム 2022 

(元気館) 
30日(月)  短縮授業 

１２ 月 卒業式関係 

21日（水）～23日(金） 

23日(金) 

共通テスト演習② 

試験発表・終業式 

２月２８日(火)  予行練習 
             卒業生会入会式 

3月1日(水) 

        卒業式 
１ 月 

4日(水)・5日(木) 

10日(火)   

12 日(木)･13 日(金) 

16日(月) 

14 日(土)･15 日(日) 

 

16日(月) 

17日(水) 

共通テストリハ―サル 

始業式 

3年生学年末試験 

  〃 

大学入学共通テスト 

(県立大浜田キャンパス) 

3 年生学年末試験、自己採点 

特別授業期間開始 

国公立大学一般選抜日程 

模試の日程 2月 25日(土)～ 

3月  6日(月)～ 

      8日(水)～ 

12日(日)～ 

    20日(月)～ 

前期試験 

前期合格発表 

中期試験 

後期試験 

中期・後期 

合格発表 

20日(金)   2年進研模試 

23日(月)   2年進研模試 

24日(火)   1・2年進研模試 

25日(水)   2年就・公模試② 
出校日 

1/27(金)、2/1(水)、2/8(水)、2/15(水)、2/28(火) 

 
 
 

バスケットボール部 

島根県高等学校バスケットボール石見地区新人戦大会 

令和4年12月17日(土)･18日(日)/浜田高校体育館 

【男子】１回戦  矢上 72 － 49 江津工業 

      準決勝   矢上 66 － 62 浜田商業 

    決勝   矢上 55 － 67 益田  準優勝 

    １月に行われる県新人戦のベスト８シード獲得！ 

【女子】１回戦  矢上 55 － 69 浜田 初戦敗退 

 

卓球部 

島根県高校新人卓球大会 

令和4年11月4日(金)～6日(日)/益田市立体育館 

【シングルス】 

 男子 岸本俊平 ベスト64 

 女子 藤若暖菜 下谷如月 ベスト64 

 

ソフトテニス部 

第34回島根県高校ソフトテニスインドア選手権大会 

令和4年12月18日(日)/鹿島総合体育館 

【女子】谷･原本ペア  初戦敗退 

【男子】杉本･高瀬ペア 棄権 

 

食と農研究会 

SHIMANEみらい共創CHALLENGE 

令和4年12月17日(土)/くにびきメッセ 

 山陰中央新報社賞 永倉琉晟 

 「スパイスカレーでフードロス削減プロジェクト」 

 

剣道部 
島根県高等学校剣道選手権大会 
令和4年10月22日(土)･23日(日)/島根県立体育館 

【団体戦】男子 矢上 － 出雲 1人残し、初戦敗退 
     女子 棄権 
【個人戦】1,2回戦敗退 
 

島根県高校新人剣道大会 
令和4年12月16日(金)～17日(日)/鹿島総合体育館 

【団体戦】男子 1回戦 不戦勝 
        2回戦 矢上 1 – 2 横田  
     女子 棄権 
【個人戦】木村拓斗、段原圭吾 初戦敗退 
 

吹奏楽部 
第46回全日本アンサンブルコンテスト島根県大会 
令和4年12月11日(日)/安来市総合文化ホールアルテピア 

【高等学校の部】金管六重奏編成 銀賞 
 
美術部 
島根県高校美術展 
令和4年12月16日(金)～19日(月)/島根県立美術館 

【絵画の部】 

入選 伊藤拓真、島津晴夏、山田聖、日野豊(授業作品） 

【デザインの部】入選 三浦雪音、角田恵梨、左右田明咲、山田聖 

※伊藤拓真君の作品が全国総文祭の候補作品となりましたが、 

 惜しくも選ばれませんでした。 

 
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 
令和4年11月11日(金)～ 13日(日)/松江市総合体育館 

1回戦  矢上 2 － 1 大東  〔14 -1st- 25〕〔25 -2nd- 20〕  

                                   〔25 -3rd- 21〕 

 2回戦  矢上 0 － 2  松江南〔13 -1st- 25〕〔13 -2nd- 25〕 

                         ベスト16 

男子準優勝！シード権獲得！ 

２年連続1回戦突破！ 


