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　２年目のＰＴＡ会長をさせてい

ただいております。今年は、全国高等学校ＰＴＡ

連合大会が夏に島根で開催される予定でした。全

国から約１０,０００人が集まる大きなイベントで、

三刀屋のアスパルにも１,５００人が集まる予定で

したが、新型コロナウイルス感染拡大を受けて、

来年に延期されることになりました。そのほかに

も新型コロナウイルス感染症対応で、さまざまな

活動が昨年度とは違うことになり、生徒はもとよ

り先生、保護者も、安全対策を最優先しながら日々

どうやったら学校生活を円滑に過ごせるか、各種

行事を実施するのか止めるのかを、一生懸命考え

ながらとりくまれたことと思います。特に３年生

は高校生活最後の思い出をコロナ一色にされ、ま

た就職、進学の大きな決断の時にコロナに邪魔さ

れてしまい、大変だったと思います。

　しかし、何事も悲観的にとらえるのではなく、

前向きに捉えたらどうでしょうか。例年通りで開

催していた行事も、そもそも開催自体の意義を考

えたことで、必要ないものであればやめたり簡素

化したり、必要なものはコロナ禍でできる開催方

法で実施したり、となったと思います。学校の授

業はすぐに全てがリモートでとはならなかったで

すが、今後、加速度的に授業のやり方が変わって

いく、そのまさにターニングポイントを経験した、

という点で貴重なものだったとも捉えられるで

しょう。

　新型コロナウイルス感染症がもたらした負の部

分はたしかに大変ですが、こういう時こそポジ

ティブに考え、前に進む、そんな思いを感じた一

年でした。

PTA会長　栂   博

ＰＴＡ会長挨拶

　令和２年度の活動行事は、コロナの影響で少

なくなりましたが、会員、役員の皆様の多大な

ご協力、ご参加により無事終了することができ

ました。御礼申し上げます。

　私がＰＴＡ活動に参加して思ったことは、ＰＴＡ

とは子どもたちを後押しする応援団として、親

が学校、地域と連携を取り、どう対応するかを

学ぶ場であるということです。

　子どもたちは日々成長し、同時にインターネッ

ト環境の発展に伴う犯罪の低年齢化、コロナに

よる生活習慣の変化、大国同士の小競り合いと、

社会もめまぐるしく変わっています。一保護者

としても、子どもから悩みや、社会情勢につい

て相談されたとき、的確な対応、発言が出来る

ように考えていかなければなりません。

　そういった環境の中で、いじめや気に入らない

こと、自分の思い通りにいかないこと、理不尽

なことなどこれから数多く経験することと思い

ます。

　そこで、今まで以上に子どもたちがたくまし

く育ち、希望ある将来へ突き進む為に自分の個

性を磨き、出来るだけ多くの選択肢を持てるよ

うに、またその選択肢の中から選び考える力や、

人とのコミュニケーション能力をつけさせてあ

げることがＰＴＡ引いては保護者の責務だと思

い、自分も子どもとともに成長していきたいと

思います。

　今年も残り僅かとなりましたが、生徒の皆様

には、充実した日々を過ごし、希望の満ちた未

来へ突き進んでいただきたいと思います。

広報委員長　森山　潤

広報委員長挨拶



総務委員会
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　ＰＴＡ総務委員の皆様には、例年文化祭の際に
カレーライスを作っていただき、飲み物とともに
安価で販売するバザーをしていただいてきました。
　しかし、今年はコロナウィルス感染拡大のため、
バザーの実施は見送ることとなりました。その代
わりとして、体育祭の際に熱中症対策として飲み
物が生徒に配布されました。
　３年部の総務委員の皆様にご協力いただきまし
た。ありがとうございました。

　今年度はコロナ禍により例年
行っていた地区会や夏祭りのパ
トロール、学園祭のバザーなどのＰＴＡ活動がで
きませんでした。しかし、皆様にはマスク着用の
徹底や臨時休業中の自宅学習、無観客の学園祭な
ど、感染症拡大防止対策にご理解ご協力をいただ
きましたこと、とても有り難く、感謝申しあげま
す。お陰で安心安全な学校生活と落ち着いた学習
環境を維持することができました。ありがとうご
ざいました。
　さて、今年度から雲南市内の大東、三刀屋、掛
合分校の３校の魅力ある教育活動を支援するた
め、地域と学校の共同体（コンソーシアム）とし
て「雲南コミニュティーハイスクールコンソーシ
アム（略称ＵＣＨＣ）」が設置され、本格的にスター
トしました。これは雲南市や市教育委員会、地域
各種団体、ＮＰＯ法人カタリバ等で構成された協
働組織です。今後は、魅力的な教育活動の支援や
教育環境の整備、県外生の募集など、ＵＣＨＣを
中心に行っていきます。ＵＣＨＣの最初の取り組
みは、５月連休明けの分散登校のときに各家庭の
ネット回線と機器を使ってオンラインでクラス朝
礼ができるようにしたことです。臨時休業中、ク
ラス担任と各家庭との電話連絡はおよそ一日を要
していました。このオンライン朝礼によりそれが
わずか１０分で済むことになりました。コロナ禍
等の災害時だけでなく、課題の指示や提出、オン

ライン授業など、さらなる活用方法がありそうです。
　また、８月開催予定だった全国高等学校ＰＴＡ
連合会全国大会（島根大会）は、来年８月２４日、
２５日に順延されることとなりました。２日間の
大会内容は今年とほぼ同じであり、８月２４日午
後は三刀屋のアスパルが雲南分科会の会場になり
ます。雲南分科会のテーマは「グローバルにつな
ぐ教育とのご縁 ～ＳＤＧ’Ｓ（持続可能な開発目標）
と新たな明日への礎のために～」です。来年 8 月
当日は、会場設営や大会参加などをお願いする
かと存じますが、その節はご協力を賜りますよう
お願いいたします。
　令和４年度入学生から新学習指導要領による新
しい教育課程が始まります。大東高校は「主体的・
対話的で深い学び」のため、すでに始めています
ＩＣＴ活用などの授業や探究学習等のさらなる工
夫・充実を図り、魅力的で質の高い教育を目指し
ます。そして多様な他者と協働しながら粘り強く
最後までやり抜く力を生徒に身に付けさせたいと
考えています。　
　今後も「可能性を開き、チャレンジを支える学
校」として、地域や未来を創造する人材の育成に
努めて参りますので、引き続き本校のＰＴＡ活動に
ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

校 長　田根　衛

「可能性を開き　
　チャレンジを支える学校」



大東高校教育魅力化コーディネーター

佐藤   緑・鈴木利空

　大東高校の「総合的な探究の時間」では先の
見えない変化の激しい社会を生き抜く力を身に
つけるため、地域の方々にご協力いただき、地
域の方の困っていることを高校生のアクション
を通じて解決するという探究学習を実践してい
ます。この授業には、地域の方々に喜んでいた
だける実践を通じ「高校生も社会の一員として
役立つことができている」という達成感・成功
体験を味わい、自信を持って自分の将来を切り
開いていってほしいという願いを込めています。
　２年生では、１０月から複数回に渡り、実際に
地域の方々のところへ足を運びヒアリング調査
を実施しています。生徒は「地域の方々の想い
や実態を知ることができて良かった」「身近な仕
事をしている方々をより深く知ることができた」
と感想を述べていました。現在は、ヒアリング
した内容を基にした解決案「地域の高齢者の運
動不足を解決するイベントの実施」や「ポスター

やＳＮＳを活用した大東のほたるを全国にＰＲ
する活動」などを提案・実行していきます。
　１年生では、実践活動の前段階として「雲南
を知る」を目的とし、雲南市役所の方や各地域
に根づいた活動を行っておられる方々を学校に
お招きして対話をする授業を繰り返しています。
この授業を通して、生徒は地域を構成する分野、
そして各現場で活躍する大人と出会い、各テー
マと自分の生活とのつながりを感じていきます。
これらのお話を受けて、生徒は２年生での実践
に向けて、自身の興味関心をさらに具体的にし
ていきます。
　地域の皆様には、生徒の学習活動を温かく見
守っていただきますよう、引き続きよろしくお
願いいたします。

総合的な探究の時間
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〇 野球部
〇 男子バレーボール部
〇 女子バレーボール部

〇 ソフトテニス部

〇 空手道部

〇 剣道部

〇 バスケットボール部
〇 ソフトボール部

〇 バドミントン部

〇 陸上競技部

・・・・・・・・・・・・

・・・・・

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・・・・

【1回戦】大東 3－2 出雲農　【2回戦】大東 8－7 飯南　【3回戦】大東 1－11 石見智翠館
  大東 2－0 松江南 ／ 大東 1－2 松江西
【予選グループ戦】大東 2－0 三刀屋 ／ 大東 0－2 出雲農林　　
【順位決定戦】大東 2－0 飯南 ／ 大東 2－0 出雲西　　出雲地区４位
【男子個人戦】2ペア出場　１・２回戦敗退
【女子個人戦】１ペア出場　１回戦敗退
【女子団体組手】決勝 大東 ×１－１(得点差)○ 出雲工業
【男子個人組手】ベスト８（高橋）【女子個人組手】３位（遠藤）／ ベスト８（石原）
【男子団体】２回戦 大東 ２－３ 出雲商業
【女子団体】１回戦 大東 ２－１ 松江商業 ／ ２回戦 大東 ２－３ 大社
【女子個人】　　　 （日野）
【１回戦 】大東 69－86 出雲商業　【順位決定戦】大東 55－124 平田
【１回戦 】大東 10－0 松江商　   【準決勝】大東 8－0 江津　
【決　勝】大東 4－3 三刀屋
【男子ダブルス】3位（白根＆板持）　【女子シングルス】        　（小山紗）／ 3位（内田）
【女子ダブルス】          （小山紗＆小山千）／ 2位（日野＆坪井）
【女子やり投げ】4位（葉山）【女子円盤投げ】8位（常盤）
【女子1500m】6位（小山）／ 7位（加武）

島根県高校夏季大会

その他大会 （12月1日現在）

〇 写真部

〇 ソフトテニス部

〇 ソフトボール部

・・・・・・・・・・・・

・・・・・

・・・・・

加藤 参加  　作品名：「17: 48」

【男子個人戦】4.5ペア出場  1・2回戦で敗退　【女子個人戦】 6ペア出場  １回戦敗退

【１回戦】大東12 ー ９三刀屋　【準決勝】大東 20 ー ９ 出雲商業　【決勝】大東 ８ ー ０ 松江商業

第44回 全国高等学校総合文化祭 ＷＥＢ ＳＯＵＢＵＮ（高知総文祭）

島根県高等学校選手権大会

準優勝

準優勝

優勝

第１位
第１位

ＪＯＣ島根県大会

県選手権大会

部活動報告

ＷＥＢ ＳＯＵＢＵＮ出展作品名：「17:48」

島根県高等学校選手権大会 優勝
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〇 バドミントン部

〇 陸上競技部

〇 野球部

〇 テニス
　（社会体育）

〇 剣道部

〇 ソフトテニス部

〇 ソフトボール部

〇 バレーボール部
　男子バレーボール部
　女子バレーボール部

〇 バスケットボール部

〇 空手道部

〇 バドミントン部

〇 写真部

〇 美術部
〇 ＪＲＣ部

・・・

・・・・・・

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

・・・

・・・

・・
・・

・・・・・・・・

・・・

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・

【男子ダブルス】3位 （白根・板持）【男子シングルス】ベスト８（白根）
【女子ダブルス】　　    （内田・長廻）／ 3位（高橋・松浦）
【女子シングルス】3位 （内田）／ ベスト８（長廻）　　　　　　

【男子3000mSC】7位 （舟木）【女子1500m】5位 （小山）【女子3000m】 7位 （小山）

【1回戦】大東 10 ー 2 益田翔陽　　【2回戦】大東 11 ー 2 松江商業【3回戦】大東  １ ー ４ 浜田高校

【男子個人シングルス】1名出場・2回戦敗退

【男子団体戦】2回戦（大東４ ー １益田）／準々決勝（大東２ ー １益田東）／準決勝（大東１ ー ３大社） 3位
【男子個人戦】ベスト８（万場）【女子個人戦】ベスト８（岡田）／ベスト１６（日野）　

【男子団体戦】1回戦（大東 0 ー 3 松江東）敗退
【男子個人戦】ベスト64（晴木・糸川）（藤井・石飛）／ その他出場選手・1回戦敗退
【女子団体戦】１回戦（大東１ ー ２津和野）敗退【女子個人戦】全ペア１回戦敗退（６ペア出場）

 ２回戦（大東1 ー 6三刀屋） 3位 

 ２回戦（大東２ ー ０松江南）／準々決勝（大東０ ー ２松江西） ベスト８
 ２回戦（大東２ ー ０出雲西）／３回戦（大東1 ー ２松江南）　

（大東 63 ー 115 江津工業）1回戦敗退

【女子団体形】決勝戦　大東 × － ○ 松江南　→　２位で中国選抜大会出場
【女子団体組手】決勝戦　大東 ３－ ２ 松江南　→　１位で中国選抜大会出場
【女子個人形】【男子個人形】予選敗退
【女子個人組手－48㎏級】　　　　　遠藤（中国選抜大会出場）
【女子個人組手－53㎏級】　２位　石原（中国選抜大会出場）
【女子個人組手－59㎏級】　２位　恩田（中国選抜大会出場）　３位　和久利
【男子個人組手－55kg級】　高橋  ベスト８

【男子学校対抗戦】２位　【個人戦シングルス】矢引（ベスト８）／ 白根・板持・武田（ベスト１６）
【個人戦ダブルス】白根・板持（３位）（中国選抜出場）／ 武田・小山組（３位）（中国選抜出場）
　　　　　　　　   ベスト１６　渡部・景山組　矢引・濵田組
【女子学校対抗戦】２位（中国選抜出場）
【個人戦シングルス】内田（３位）（中国選抜出場）／ 長廻（ベスト８）／ 高橋（ベスト16）
【個人戦ダブルス】内田・長廻組　　　  　（中国選抜出場）／ 高橋・松浦組（ベスト８）

特選２作品（２年 石原・木村）、他に入選３作品
高文連出雲地区絵画コンクール　参加
令和2年度  島根県高等学校青少年赤十字秋季協議会   参加 2年生理系選択者数名　参加

島根県高等学校選手権大会

島根県高等学校新人大会

島根県高等学校秋季野球大会

島根県高等学校新人大会

島根県高等学校選手権大会

島根県高等学校新人戦

島根県高等学校新人大会

島根県高等学校選手権大会

島根県高等学校選手権大会

島根県高等学校新人大会

島根県高等学校新人大会

秋季写真コンクール 第10回

科学の甲子園全国大会
島根県予選大会

第１位

第１位

第１位

ベスト16
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ソフトテニ
ス部

女子 ソフトボー
ル部

陸上競技
部 バドミント

ン部
女子

バドミント
ン部

男子ソフトテニ
ス部

男子

男子
バレーボール

部 女子
バレーボール

部 空手道部 美術部

地域文化
部

吹奏楽部
バスケット

ボール部

写真部
野球部

剣道部



social 

  dista
nce

4月  8日
 9日
10日
15日
16日

4月20日～
5月18日～
25日

6月  3日
7月  7日
  8日
  9日

1学期始業式
入学式
新入生オリエンテーション
対面式
吹奏楽部中庭コンサート
緊急事態宣言発令に伴う臨時休校の実施
分散登校・オンライン朝礼
通常登校再開
進路別集会 (３年生)
織部祭色決め
球技大会 (2年生)
球技大会 (3年生)

13日
15日
31日
18日

27~29日
10日
16日
7日
13日
27日
8日
１日

ズギレ先生　離任式
球技大会 (1年生)
1学期終業式
2学期始業式
織部祭
フェイスシールド・マスク寄贈
後期生徒会長立候補者立会演説会・投票
生徒総会
遠足
進路説明会 (１・２年生対象)
オープンスクール
清掃ボランティア （生徒会主催）

1学期始業式 進路別集会（３年生） 通常登校再開 オンライン朝礼

対面式 中庭コンサート

1年生 ２年生 ３年生

フェイスシールド・マスク寄贈スギレ先生最後の授業 後期生徒会長立候補者立会演説会 進路説明会（１・２年生対象） 清掃ボランティア

1年生 （日御碕灯台→出雲大社） ２年生 （足立美術館→安部榮四郎記念館） ３年生（蒜山高原センター）

入学式

球技大会

各学年遠足


