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「学び続ける力」

平成26年12月

本校職員玄関を入って右手の壁
面に、江戸時代の儒学者「佐藤一
斎」（1772－1859）の言葉が掲げ
られています。書き下し文で示す
と、「少くして学べば、則ち壮に
して為すことあり。壮にして学べ
ば、則ち老いて衰えず。老いて学
べば、則ち死して朽ちず。」とな

校長 飯塚 勝

「若いときに学んでおけば、働き盛りに一仕事を成し、働き盛りに学んでおけば、年を取っ
ても盛んであり、年老いて学べば、死後に名を残すことができる」というほどの意味で、平
成13年5月就任間もない小泉純一郎元首相が、衆議院での「教育関連法案」審議中に取り上げ
たことで知名度が上がったと言われます。要は、一生を通じて学ぶことが大切であるという
ことです。
本校の額は、平成20年2月山田忠男元校長が、本校の校訓「師弟同行」が不滅である事に願

をかけて書道講師の辻原美和子先生に書いていただかれたものです。生徒も教師も学び続け
る学校でありたいという思いを表していますが、昨年10月の本校創立３０周年記念式典にお
ける池上彰氏の演題が「学び続けること」であったのは奇しき縁であったでしょうか。
私も赴任早々の1学期始業式で、次のように話しました。
～「学力」とは何か、という定義の答えは難しいけれど、一つの答えは「学び続ける力」。

現代社会を表すのに「生涯学習社会」「知識基盤社会」という言い方もある。今、生涯に
亘って学び続けることの大切さが強調されている。新しい年度の始まりにあたり、「学び続
けること」の大切さを意識して過ごして欲しいし、将来に亘って学び続けることのできる基
盤となる力を、高校で身につけて欲しい。～
本年7月に発表された、「しまね教育ビジョン２１」では「学力」の中味を、「学ぶ力」と

「学んだ力」に定義づけていますが、それを踏まえて「学び続ける力」が必要な時代である
と思っています。
池上氏は、『学び続ける力』（H25.1講談社現代新書）で、「これまでの常識が通じない、

変化の激しい今のような時代においては、教養こそが次の解を出すための実践的な道具にな
り得る」のであり、「自分の存在が社会の中でどんな意味を持つのか、客観視できる力を身
につけること」ができることを、「学び続けること」の意味と述べています。「学びからの
逃走」という言葉も聞きますが、平成27年に向けて、変化し続ける社会の中でより豊かな人
生を送っていくために、「学び続けること」のできる意欲と力を身につけることができるよ
うな教育を展開していきたいと思っています。
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キャリア教育ニュース

業界別講話

企業訪問

留学生バルくん、特進初段獲得！

書道パフォーマンス部活動トピックス
11月7日(金)にイオン松江店で書道部がパフォーマ
ンスを行いました。松江税務署からの依頼で、税の
大切さを訴える内容の文をしたためました。テレビ
局や新聞社など多くのマスコミの取材を受け、教育
関係者もたくさん訪れました。準備に1か月以上を
費やしてパフォーマンスをやり遂げた部員の表情に
は満足感があふれていました。

11月11日(火),18日(火)
の2日間、2年生の企業訪
問を行いました。島根県
雇用政策課のご協力によ
り、松江・出雲の延べ29
の企業・団体に訪問させ
ていただきました。生徒
は文系が5グループ、理
系が3グループに分かれ
て訪問し、会社や事業の
説明を受け、施設の見学
をしました。日々の授業
では得られない貴重な体
験ができました。

今年度も各業界等でご活躍中の方に、主に2年生を対象に本
校で講演をしていただいています。それぞれの講演が、夢を
持って将来を考え、人のために、島根や日本のために貢献する
気持ちを抱かせるものになっています。

講師の先生（実施済分）

理系の訪問先

山陰合同銀行
（公財）ふるさと島根定住財団
㈱イーウェル
島根県警察本部
㈱さんびる
日本政策金融公庫松江支店
（公財）しまね産業振興財団
島根県庁
㈱めのや
㈱ウェルネス湖北
㈱ミック
松江市役所
㈱ワコムアイティ
日本銀行松江支店
（公財）しまね国際センター

㈱出雲村田製作所
㈱スター精機
ビジネスサポートひかわ
島根ナカバヤシ株式会社
島根印刷株式会社
須山木材㈱
㈱農援隊
キララコテージセンターハウス
㈱多伎振興
出雲カーボン㈱
島根電工㈱
円建創
松江土建㈱
㈱エブリプラン

文系の訪問先

株式会社シェアードバリュー・コーポレーション
代表取締役 小林 秀司 氏

株式会社石見銀山生活文化研究所(群言堂)
代表取締役社長 松場 登美 氏

庄司正樹ブロード企画
代表 庄司 正樹 氏

隠岐國学習センター
センター長 豊田 庄吾 氏

元 日赤和歌山医療センター
看護師 松近 真紀 氏

海士町教育委員会
隠岐島前高校魅力化プロデューサー 岩本 悠 氏

11月9日(日)、島根県立武道館
弓道場で行われた秋季地方審
査において、ハンガリーから
の留学生、ベレグサースィ・
バラージくん（バルくん）が、
飛び級の結果、初段となりま
した。初心者は壱級が認許さ
れることが一般的ですが、十
分な技術と作法が身について
いれば、学科試験受審の上、初段が認許されます。
春から弓を引き始めたバルくんは、熱心に練習を重
ね、射技を磨いてきました。当日は堂々とした立ち
居振る舞いで、的中も上げ、晴れて学科試験受験を
言い渡されました。日本にいる間に一回しか受けら
れない昇段審査で、必ず結果を出したいとかねてよ
り学科試験対策をしてきた甲斐あって、見事初段が
認許されました。

次回は、1月3日(土)13:30より日本海テレビ主催で
同店で、特別ゲストとして著名な書道家である金澤
翔子さんをお招きしてパフォーマンスを行う予定で
す。



球技大会

1年生人権講座
「ハンセン病問題を通して人権を考える」

試合のようす

12月4日(木)に第2回校内球
技大会（バスケットボール）
が行われ、1・2年生が学年・
男女別にクラス対抗で白熱し
た試合を繰り広げ親睦を深め
ました。2年生男女の優勝
チームが12月11日(木)に松江
地区高体連の大会に出場しま
した。

結果
1年生 2年生

男子 女子 男子 女子
優勝 14R 13R 23R 23R
2位 11R 16R 21R 22R

新生徒会がスタート

11月20日(木) 鳥取市から福安和子先生をお招きし
て、人権講座を開催しました。福安先生は保育士とし
て40年以上勤める中で、人権バンド「願児我楽夢」の
「時の響きて」の歌に出会われ、ハンセン病問題の実
態に衝撃を受けられ、自分で解決のために何かできな
いかと思い、家族の協力を得て絵本『時の響きて』を
作成し、自費出版されました。今回はハンセン病につ
いて正しく認識するとともに、その取り組みから学ぶ
という趣旨で開催しました。

ハンセン病については「名前のみ知っていた」とい
う生徒がほとんどで、その差別の実態のすさまじさに
驚き、涙が出るとともに、今日分かったことを、家族
とも話し、自ら調べ学んで行きたいという感想もあり
ました。

10月24日(金)の立会演説会・生徒会長選挙、11
月6日(木)の生徒総会を経て後期生徒会執行部が
発足しました。

前期に引き続き会長を務める26Rの河合琢斗さ
んは「生徒全員が誇りの持てる学校にできるよう
頑張りたい」と意気込んでいます。

会計 23R 小村将一 会計 23R 大塚友貴
書記 23R 坂榮茉緒 書記 23R 嘉藤みく
副会長 22R 田部勇樹 副会長 26R 津島文菜

会長 26R 河合琢斗生徒総会のようす

後期生徒会執行部のメンバー



島根県立松江東高等学校
〒690-0823 島根県松江市西川津町510番地
TEL: 0852-27-3700(代表) FAX: 0852-27-3703
HPアドレス http://www.matsuehigashi.ed.jp/

学校だより「EAST NEWS」(カラー版)はホームページにも掲載し
ています。バックナンバーもありますので、ぜひご覧ください!!

1月
7日始業式

17,18日センター試験
21日 ETC⑦
31日土曜講座⑦

2月
3日 1年生 校内実力テスト
7日土曜講座⑧

19～24日学年末試験
20日 PTA役員会
28日土曜講座⑨
3月

3日送別の会
4日卒業式

松江東VS倉吉東甲子園出場25周年記念試合

行事予定

ボート部に新艇がきました

合格者インタビュー英検準1級合格!!

英語力パワーアップ中!!

「離島からの挑戦～最後尾から最先端へ～」

編集・発行 松江東高校総務部

東高アラカルト

11月8日(土)に隠岐郡海士
町長の山内道雄氏をお招き
しPTA研修会を開催しまし
た。グローバルな視点を
もってローカルに活躍でき
る『グローカルな人間』を
育てることなど、海士町の
生き方にふれることができ
ました。

37Rの島田沙羅さんが、第2回実用英
語検定の準1級に合格しました。準1
級の合格率は15%程度しかなく、大
変難関な試験です。また、今年もた
くさんの生徒が英検を受験し、第2
回までで準1級から3級まで合計100
人の合格者を出すことができました。
今後も積極的にチャレンジし、英語
の力を伸ばしましょう。

当日はあいにくの雨模
様でしたが、両校とも
25年ぶりとは思えない
チームワークとはつら
つプレーで会場を沸か
せました。結果は松江
東の勝利でしたが、結
果以上に改めて両校の
絆を深めた素晴らしい
一日でした。

私は6月にも準1級の1次試験を受け
ましたが、2点及ばず不合格でした。
とても悔しかったですが、先生に励
まされ今回は強い心で挑めました。
2次試験の面接も指導していただき、
社会問題について英語で意見を述べ
ることができました。この結果に満
足せず1級合格を目指し今後も一生
懸命英語を勉強したいと思います。

10月下旬、ボート部に
新艇が2艇やってきまし
た。飯塚校長先生によ
り、「蒼穹」と「昴」
と命名されました。こ
の艇にたくされた「希
望と勇気」の思いを込
めて練習に励み、全国
大会上位入賞を目指し
ます!!

合格証書を手にする島田さん

多くの保護者のみなさまにご参加いただき盛り上

渡邊美沙季さん(37R)
が、2学期の間に2つの
全国大会に出場しまし
た。全国トップレベル
の声楽を志す学生の中
で、素晴らしい歌唱を
披露して難関を次々と
突破し、大分県竹田市
での全国大会では第4

声楽コンクール全国大会 第2位!!

がる講演会となりました。

そうきゅう すばる

位、横浜市で行われた全国大会
では第2位という快挙を成し得ま
した。今後も世界にはばたく活
躍をしてくれることと思います。
将来がとても楽しみです。

おめでとうございます!!



部活動大会結果
（平成２６年９月～１２月）

野球部

◆島根県高等学校秋季野球大会

２回戦 松江東 11―４ 松江西

３回戦 松江東 １―４ 大東

陸上競技部

◆島根県高等学校新人陸上競技大会

男子三段跳 野口尚樹 優勝（１３ｍ７２ｃｍ）

女子２年１００ｍ 前島瑠華 ２位（１２秒７８）

◆中国高等学校新人陸上競技大会

男子三段跳 野口尚樹 ７位（１３ｍ２７ｃｍ）

剣道部

◆島根県高等学校剣道選手権大会

団体戦 男子 １回戦 対 松江南

＜村上颯大 ５人抜き 敢闘賞＞

２回戦 対 大社＜敗退＞

女子 準々決勝 対 松江北

準決勝 対 出雲商業

決 勝 対 大社＜敗退＞ 準優勝

個人戦 男子 村上颯大 ベスト３２

女子 岩崎美桜 ベスト３２

弓道部

◆島根県高等学校弓道選手権大会

男子団体Ａチーム（佐伯・加藤・山尾・中山）

３６射１９中 予選敗退

女子団体Ａチーム（土江・品川・久保田・門脇）

３６射 ８中 予選敗退

◆松江市武道大会

高校男子の部 加藤大己 優勝

山尾浩平 ６位

高校女子の部 品川裕衣 ４位

◆島根県弓道新人戦東部地区大会

男子団体Ａチーム（山尾・加藤・佐伯・中山）

射 中で予選通過 → 決勝トーナメント 第３位24 14
女子団体Ａチーム（土江・久保田・品川・池尻）

射 中で予選通過 → 決勝トーナメント 第３位24 11

卓球部

◆島根県高等学校卓球選手権大会

男子ダブルス 井上謙太・小野田航 組 ベスト３２

◆島根県高等学校新人卓球大会

学校対抗 予選リーグ

男子 松江東 ０－３ 出雲北陵

松江東 ０－３ 益田（２敗）

女子 松江東 ３－０ 三刀屋

松江東 ３－１ 津和野

松江東 ０－３ 平田

松江東 １－３ 出雲商業（２勝２敗）

女子バレーボール部

◆島根県高等学校バレーボール選手権大会

１回戦 松江東 ２－１ 三刀屋

２回戦 松江東 ０－２ 出雲西

男子バスケットボール部

◆島根県高等学校バスケットボール選手権大会

１回戦 松江東 148－12 安来

２回戦 松江東 105－59 平田

準々決勝 松江東 92－52 松江工業

準決勝 松江東 70－63 出雲北陵

決勝 松江東 77－94 松江西 準優勝

☆ベスト５賞 金子友介

女子バスケットボール部

◆島根県高等学校バスケットボール選手権大会

２回戦 松江東 82－53 安来

３回戦 松江東 58－76 松江南 ベスト８

ハンドボール部

◆島根県高校ハンドボール新人大会 兼 山陰選抜大会県予選会

男子 １回戦 松江東 20－16 松江高専

準決勝 松江東 11－27 飯南

３位決定戦 松江東 11－25 江津 ４位

女子（リーグ戦） 松江東 5－16 松江南

松江東 4－21 江津

松江東 14－ 5 松江市女 ３位

サッカー部

◆全国高等学校サッカー選手権大会 島根県大会

１回戦 松江東 １－１ 益田翔陽

（延長 ０－０ （ＰＫ ３－５））

男子テニス部

◆島根県高等学校テニス新人大会松江地区予選

男子シングルス 松本拓己 ベスト８

男子ダブルス 今岡 誠・松本拓己 優勝

◆島根県高等学校テニス新人大会（個人の部）

男子シングルス

（中国高校新人テニス大会進出）今岡 誠 ベスト８

（中国高校新人テニス大会進出）松本拓己 ベスト３２

男子ダブルス

今岡 誠・松本拓己 ３位

（中国高校新人テニス大会進出）

◆島根県高等学校テニス新人大会（団体の部）

２回戦 松江東 ３－２ 大田

３回戦 松江東 １－３ 大社 ベスト８

◆中国高等学校新人テニス大会

男子ダブルス

今岡 誠・松本拓己 ２回戦敗退

男子シングルス

松本拓己 １回戦敗退

今岡 誠 ３回戦敗退 ベスト１６

◆島根県高等学校学年別テニス大会

２年男子シングルス 徳力祐樹 ベスト１６

１年男子シングルス 松本拓己 ベスト８

女子テニス部

◆島根県高等学校テニス新人大会（団体の部）

１回戦 松江東 ２－３ 松江市女

女子ソフトテニス部

◆島根県高等学校ソフトテニス新人大会

団体戦 １回戦 松江東 １－２ 石見智翠館



男子ソフトテニス部

◆島根県高等学校ソフトテニス選手権大会

稻葉善治朗・髻谷 圭ペア ベスト１６

＜ランキング１１位＞

石原秋太・太田滉人ペア ベスト３２

＜ランキング２１位＞

◆島根県高等学校ソフトテニス新人大会

個人戦 石原秋太・太田滉人ペア ベスト３２

（島根県高校インドア選手権大会進出）

団体戦 １回戦 松江東 ２－１ 大田

２回戦 松江東 ２－０ 出雲工業

準々決勝 松江東 ０－２ 松江工業 ベスト８

女子バドミントン部

◆島根県高等学校バドミントン選手権大会

個人戦 シングルス 大島有香子 ベスト３２

ダブルス 門脇綾香・仙田夏希 ベスト３２

◆島根県高等学校バドミントン新人大会

団体戦 １回戦 松江東 ０－３ 松江南

個人戦 ダブルス 福田 華・大島有香子 ベスト３２

ボート部

◆国民体育大会

男子４×＋（野津・南場 他 江津工・松江高専・松江北）

予選敗退

女子４×＋（中山・二村 他 松江北）準決勝進出

◆島根県高等学校新人ボート大会

男子４×＋（渡部・野津・山口・南場・高橋）優勝

（全国選抜大会中国地区予選会進出）

男子１× （門脇）予選敗退

女子４×＋（金山・下村・小堀・土江・河野・勝部）２位

女子２×Ａ（下村・小堀）優勝

（全国選抜大会中国地区予選会進出）

女子２×Ｂ（河野・勝部）２位

女子１× （土江）優勝

（全国選抜大会中国地区予選会進出）

◆全国高等学校選抜ボート大会中国地区予選会

男子４×＋（渡部・野津・山口・南場・高橋）２位

（全国選抜大会進出）

女子２× （下村・小堀）３位

（全国選抜大会進出）

女子１× （土江）５位

アーチェリー部

◆島根県秋季大会 兼 全国高等学校選抜大会島根県予選

７０Ｍ 男子 田村直也 393点 ３位

福田翔大 343点 ５位

女子 長谷川萌美 422点 １位

（全国選抜大会進出）

野津麻奈未 405点 ２位

３０Ｍ 男子 内田崚登 572点 １位

宮内勇樹 469点 ４位

吹奏楽部

◆全日本アンサンブルコンテスト島根県大会

（中国大会進出）打楽器六重奏 金賞

川上結衣 岡本真輝 地阪幸恵

荒木悠奈 村上真裕子 青木みなみ

サクソフォン四重奏 金賞

高橋奈緒 内田侑希 狩野浩太 豊岡羅那

文化創造部

放送部門□

◆島根県高等学校総合文化祭放送部門松江地区大会

朗読部門 三原菜摘 嘉藤みく 渡利隆一

（島根県大会進出）

アナウンス部門 竹谷栞 石橋真衣 橋本真理菜

（島根県大会進出）

文芸部門□

◆島根県高文連文芸専門部文芸コンクール

小説部門 松原直輝「雲台の夢」 優秀作２位

（全国大会出品）

（全国大会出品）松原直輝「諡号」 優良作

随筆部門 河合琢斗「人が嫌いということ」 優秀作２位

（全国大会出品）

演劇部門□

◆松江地区演劇発表会

優良賞 「ロックは無用☆」 加藤のりや 作

美術部

◆犯罪のない安全で安心なまちづくり啓発ポスター

優秀賞 鈴木弘明

◆島根県高校美術展

絵画の部

入選 梶野雅貴 大塚友貴 坂本麻友美 安部里莉花

デザイン・立体の部

入選 梶野雅貴 森脇 茜

◆島根県薬物乱用防止推進本部啓発ポスター

島根県知事賞 山内モモ

佳作 足立麻由香

書道部

◆島根県高校書道展

奨励賞 安部日菜子

優秀賞（象印賞） 宮本侑佳

自然科学部

◆島根県高文連自然科学部門研究発表会

優良賞 「サルノコシカケの指向性」 岡田智司

優良賞 「葉緑体の耐熱実験」 瀬戸竜之介

ＪＲＣ部

◆島根県高等学校青少年赤十字メンバー秋季協議会

研究発表「地域の方々との交流 ３」 優秀賞PART
◆日本赤十字社国際交流事業

モンゴルの高校生の本校訪問と 部員との交流JRC
◆青少年赤十字国際交流集会

JRC/RCY International Meeting, "Mt. Fuji 2014"（ ）

島根県代表参加 谷石梨瑠

その他の活動

◆島根県高等学校音楽コンクール

声楽の部 渡邊美沙季 金賞

（瀧廉太郎記念声楽コンクールへの出場権獲得）

ピアノの部 森脇香織、地阪幸恵 金賞 他 銀賞１名

木管の部 濱田怜香 金賞 他 銀賞２名、銅賞１名

金管の部 銀賞２名

◆瀧廉太郎記念全日本高等学校声楽コンクール

渡邊美沙季 優秀賞（第４位 、竹田市教育長賞受賞）

◆全日本学生音楽コンクール全国大会

声楽部門 高校の部 第２位 渡邊美沙季


