
EAST NEWS
島根県立松江東高等学校

第3号
学校だより

平成27年3月

祝平成２６年度卒業証書授与式
第３０期生 ２３４名 大いなる希望の星へ

東雲会入会式 ３年生を送る会 卒業前の研修

卒業式を翌日に控えた3月3日(火)、「東雲会
入会式」「３年生を送る会」が行われました。
「東雲会入会式」では副会長の後藤様から歓迎
のご挨拶をいただき、生徒代表の都田諒磨君は
「東高の卒業生としての誇りを持って、後輩と
東高の発展のために貢献する」と力強い挨拶を
してくれました。

「３年生を送る会」では、各
部の後輩からのメッセージのあ
と、３年部の先生方による「西
遊記」が上演され大いに盛り上
がりました。

卒業前の３年生は、これからの生活
に必要な情報を得るために研修を行い
ました。2月12日(木)には、日本年金機
構松江年金事務所の方による「年金教
室」、2月19日(木)には、島根県司法書
士会より司法書士の景山晴日先生に来
ていただき、「法律教室」を行いまし
た。契約やクレジット、キャッシング
についての基本的な知識を身に付ける
ことができました。

答辞を読む 渡部ありささん（左）
卒業証書を受け取る 今田蒼一郎君(中）
送辞を読む 津島文菜さん（右）

3月4日(水)、東高第30期生234名が本校を巣立ちました。式後、校内外
から「いい式だった」という多くの声を聞きました。卒業生にも３年担任
にも、胸にこみ上げるものがあったのでしょう、高校には珍しいほどたく
さんの涙がありました。あんなに大きな声で気持ちよく校歌が歌える、今
の東高の良さが随所に感じられる式だったと思います。式を通じて私が感
じたのは、東高３年間を通じて体感した「安心感・信頼感」が、素直にひ
たむきに前に進む姿を育んだのではないかということです。多くの皆さん
のお陰で無事に卒業式を終えることができたことに感謝しています。
式辞の中で私は、百才を超えてなお創作への精進を続けた日本画家、奥

村土牛（とぎゅう）の著『牛の歩み』の一節「要は、どこまで大きく未完
成で終わるかである」を引用しました。東高卒業は「完成」ではありませ
ん。しかし、卒業生が見せてくれた、自分の可能性を高めようと努力を重
ねた姿は、より大きな完成につながる「大いなる未完成」の姿であると、
感謝と期待を込めて話しました。目指すのは「小さな完成」ではなく「大
いなる未完成」。教育は、「私たちの希望」を育てることだと思います。
卒業生234名が、私たちの「大いなる希望の星」として、その光を絶やさ
ぬよう力強く歩みを進めていくことを願っています。

校長 飯塚 勝

卒業式前日の3月3日(火)には、差別をなくす自主学
習グループ「源氏蛍の会」代表の三浦成人先生に来て
いただき講演会を行いました。



キャリア教育ニュース

業界別講話 1年生総学発表会「理想の島根」

模擬裁判

しまねの文化芸術体験

キャンパスアカデミー発表会

３学期も各方面で活躍中の方に主に2年生向
けに講演をしていただきました。広い視野を
持つことや多方面に興味を持って努力するこ
との大切さを感じる時間となりました。

講師の先生方
島根県産業技術センター所長 吉野 勝美 氏
「島根を原点に大阪、日本、世界を巡っての50年
を超える教育、研究の経験を通じての思い～自ら
と故郷への誇りと自信が可能性を拡げる～」

日本銀行松江支店 支店長 木村 武 氏
「世界の中の日本、そして、日本の中の島根」

3月7日(土)、島根大学にてキャンパスアカデミー最終発表
会が行われました。高大連携事業の一環として、昨年の10月
から島根大学の先生の指導を受けて課題研究を進めてきた５
名の高校生が、エネルギー問題や都市問題、記憶のメカニズ
ムなどの分野の発表を行いました。
東高から参加した河合琢斗君は、「県内外からの誘致を行

える島根の新しいビジネス提案」というテーマでプレゼン
テーションを行い、高齢者が充実した生活を送ることが地域
活性化の鍵になるとして、民間企業と行政の役割などさまざ
まな角度からの検証によるビジネス提案をしました。

高大
連携

１年生前半の「宇宙教育」に続き、
後半で取り組んできた「理想の島
根」研究発表会が、3月5日(木)から
始まりました。
これは、島根の現状について調べ、

そこから見えてくる課題と、その解
決策についてグループごとに考え、
「紙パワポ」形式でプレゼンテー
ションを行うものです。島根県の活
性化について、人口増加や観光振興、
企業誘致などさまざまな提案が発表
されました。１年間の活動を通じて、
自分たちの生きる社会の課題に目を
向け、郷土を愛する気持ちを持ち、
その解決に向けて真剣に考えること
ができました。また意見を論理的に
組み立て発表するプレゼンテーショ
ン力も身に付きました。

3月16日、島根県弁護士会から20名の弁護士の先生方に来
ていただき、2年生を対象として裁判員制度を想定した模擬
裁判を体験しました。松江市内のマンションで発生した架
空の殺人事件を題材に、刑事裁判の冒頭陳述から証拠調べ、
被告人質問など、公判の流れに裁判員の視点で参加した後、
各クラスで数人のグループに分かれて評議を行いました。
弁護士の先生のアドバイスを受けながら、証言や証拠を

もとにして、有罪か無罪かの判断を行いましたが、約１時
間をかけて、意見交換をして結論を出していく作業を行い、
グループごとにその結果を発表しました。将来、裁判員と
して裁判に係わる可能性もあり、みな真剣に意見交換を
行っていました。さまざまな視点から検討し、有罪と無罪
の意見も分かれ、判断の難しさや裁判に対する理解を深め
ることができました。

3月6日、1年生を対象に「しまねの
文化芸術体験事業」による講演会を
開催しました。講師は、島根県温泉
津町出身で1984年に『てんのじ村』
で直木賞を受賞された小説家の難波
利三氏です。ご自身が小説家を目指
された原点から、『石見小説集』に
も収載されている、日露戦争時の江
津沖でのロシア船転覆を題材にした
『イルティッシュ号の来た日』にま
つわる話、文章上達の近道などをわ
かりやすくお話しいただきました。
「才能とは持って生まれたものでは
なく、続けることである」「目の前
にぶら下がってるたくさんの未来の
夢のひものどれかを、一途にひっ
ぱってみなさい」と激励していただ
きました。
7日には、希望者を対象に、より具

体的に文章指南をしていただきまし
た。「書くことには大きな覚悟がい
る」「思ったことを素直に書くのが
いい」など、貴重なアドバイスをた
くさんいただきました。最後は先生
からお題をいただき、添削指導まで
していただけるということで、書く
ことに興味を持っている生徒には大
変有意義な時間となりました。
難波先生、主催の島根県文化団体連
合会の皆さま、大変ありがとうござ
いました。



部活動大会結果
（平成２６年１２月～平成２７年３月）

剣道部

◆島根県高等学校剣道新人戦

団体戦 男子 ２回戦 松江東 １－１ 大東
＜代表戦敗退＞

女子 準々決勝 松江東 ２－１ 松江農林

３位準決勝 松江東 ０－２ 横田
（中国高校新人大会進出）

個人戦 女子 岩崎美桜 ベスト１６

◆中国高等学校剣道新人戦
団体戦 女子 予選リーグ 松江東 １－３ 広（広島）

予選リーグ 松江東 ０－３ 米子松蔭
（鳥取）

弓道部

◆松江市雛菊大会
優勝男子個人 山尾浩平

佐伯晃平 ２位
女子個人 土江菜生 ２位

優勝男子団体（佐伯・加藤・山尾） ３６射２７中

女子バレーボール部

◆島根県高等学校バレーボール新人大会
予選リーグ 松江東 ２－０ 隠岐

予選リーグ 松江東 ０－２ 島根中央・浜田商業

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新人大会
１回戦 松江東 120－40 松江農林

２回戦 松江東 111－29 出雲商業
準々決勝 松江東 84－58 松江高専
準決勝 松江東 80－71 出雲北陵

決勝 松江東 105－45 松江工業
優勝 （中国高校新人大会進出）（２年連続13回目）

☆ベスト５賞 藤井和月、石川敦裕

◆中国高等学校バスケットボール新人大会
１回戦 松江東 79-60 倉吉北（鳥取）

準々決勝 松江東 65-57 岡山工業（岡山）
３位準決勝 松江東 81-98 広陵（広島）

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新人大会

１回戦 松江東 44－42 安来
２回戦 松江東 47－76 明誠

サッカー部

◆島根県高等学校サッカー新人大会
１回戦 松江東 ５－０ 益田翔陽
２回戦 松江東 ０－10 立正大淞南

ハンドボール部

◆島根県高等学校ハンドボール選手権大会

男子 １回戦 松江東 10－30 江津
女子 決勝リーグ 松江東 ５－17 松江南

３位決勝リーグ 松江東 13－５ 松江市女

（中国高校新人大会進出）
◆中国高等学校ハンドボール新人大会

女子 予選リーグ 松江東 ３－25 倉敷中央（岡山）

予選リーグ 松江東 16－19 清水ヵ丘（広島）

吹奏楽部 ・ 弦楽部

◆全日本アンサンブルコンテスト中国大会
打楽器六重奏 銀賞

川上結衣、岡本真輝、村上真裕子、荒木悠奈、
地阪幸恵、青木みなみ

◆しまねシンフォネット高校オーケストラ定期演奏会

1月31日プラバホールにて、安来、松江北、出雲、益田翔
陽、松江東の県内５校の弦楽部、弦楽同好会と本校吹奏楽
部による演奏会が開催されました。

美術部

◆読書感想画島根県コンクール
自由読書 優秀賞 森脇 茜

優良賞 梶野雅貴、大塚友貴

書道部

◆日本海テレビ主催高校生書道パフォーマンス
1月3日イオン松江で、書道家の金澤翔子さんをゲストに迎

え、松江東、松江南の書道部による「感謝」をテーマにし
た書道パフォーマンスが開催されました。

ＪＲＣ部

参加◆松江ブロック研修会

テーマ「経験したことのない大雨、その時どうする？」

その他の活動

◆青少年読書感想文島根県コンクール

自由読書 佳作 中手晴奈
◆学年別書き初め展

学校賞 松江東高等学校

２学年 特選 野津汐里
金賞 伊藤裕介、久保田夏子、永田ほの香

森脇可織、山本結実、安部日菜子

１学年 金賞 河野遥加、中村友香、田村美鈴
渡部貴士、嘉藤せりな

（２学年 銀賞１名、１学年 銀賞 名）17



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!!

行事予定

編集・発行 松江東高校総務部

ＰＴＡ進路研修会新しい自転車置場が完成！

ハンガリーからの留学生バル君が、研
修を終え帰国しました。この１年間は、
東高生とともに学校生活を送りながら、
日本の文化を熱心に学んでいました。日
本語もずいぶん上達し、弓道の腕前もか
なりのものになりました。1月29日(木)
には、１･２年生で送別の会を行いまし
た。

外部団体から表彰されました

本年度の活動実績が高く評価され、下記のみなさんが高
体連その他の外部団体から表彰され、3月3日(火)に伝達表彰
を行いました。

◆島根県高等学校体育連盟 優秀指導者賞
男子バスケットボール部監督 佐藤 剛 先生

（中国選手権大会優勝）
◆全国高等学校体育連盟ボート専門部優秀選手賞
中山友里香、二村真智子（インターハイ５位入賞）

◆島根県児童学生顕彰
渡部美沙季
（全日本学生音楽コンクール全国大会声楽部門第２位）

◆島根県高等学校体育連盟賞
男子バスケットボール部（中国選手権大会優勝）
古藤 快、前田竜星、大西浩平、金村淳史、塚田哲也、
津田航匡、藤井大地、藤野 成、金子友介、土江祐雅、
中村康勇、藤井和月、荒木優人、石川敦裕、吉岡慶亮

ボート部（中国選手権大会優勝）
中山友里香、二村真智子、
安部竜平、杉森光教、門脇健太、野津啄磨、南場実祝

◆島根県高等学校体育連盟 功労賞
男子テニス部 小谷知広

◆島根県高等学校野球連盟 優秀部員表彰
新宅斗真

◆島根県高等学校体育連盟バドミントン専門部 敢闘賞
末次成実

◆島根県高等学校吹奏楽連盟表彰
安部奈津美

「高志チャレンジセミナー」開催

2月11日(祝)、松江市内の松江北・松江南・松江東、三校の
１年生142名が島根大学に集まり、「高志チャレンジセミ
ナー」が開催されました。島根大学の12名先生方による「大学
の学び」講座と、三校の国語、数学、英語の先生方による各教
科の指導が行われました。
大学での専門的な学びに触れたり、他校の生徒と一緒に国語や
数学の問題に取り組んだり、英語のディベートを行うなど、普
段とは違う貴重な学びの体験をしてたくさんの刺激を受けるこ
とができました。

留学生バル君帰国

老朽化に伴う自転車置き
場の新築工事がほぼ終わり、
新しい自転車置き場が完成
しました。これまでより昇
降口に近い場所にも設置さ
れ、ゆとりのある駐輪ス
ペースが確保されました。
新年度からは照明も設置さ
れて、全面的に使用できる
ようになります。

3月14日(土)、ＰＴＡ進路研修
会が開催されました。今回はフィ
ナンシャルプランナーの池原元樹
氏に来ていただき、進学に係わる
費用に関して保護者が今から考え
ておくべき事や奨学金、教育ロー
ンについても詳しくお話しいただ
きました。１･２年生の約50名の
保護者の方に参加していただきお
話を聞きました。

3月
20日高校入試合格発表
24日終業式・離任式
25日入学予定者会

4月
8日始業式
9日入学式

20日立会演説会,生徒会長選挙
21日スポーツテスト,身体測定
22日遠足

5月
3日定期演奏会(吹奏楽)
8日生徒総会
9日 PTA総会

12～15日中間試験
18日壮行式

総体激励週間(～6/6)
29～31日前期総体
6/4～6日後期総体


