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校長 永瀬 嘉之

「挑戦 失敗 挑戦 失敗・・・」

７月２日に「益田さいえんすたうん２０１６」に行ってきました。
前任の益田高校がＳＳＨ事業として取り組んでいるもので、地域の小
中学生や地域企業を巻き込んで科学人材の育成を目的として様々なイ
ベントを行っている内の一つです。
そこで、ＪＡＸＡ宇宙科学研究所の中村正人教授の講演を聞きまし

た。中村先生は金星探査機「あかつき」のプロジェクトマネージャー
をされている先生です。みなさんは「あかつき」を知っていますか？
「あかつき」は金星の大気の謎を解明することを目的に打ち上げられ
た探査機です。２０１０年の５月に打ち上げられ順調に飛行し、１２
月に金星の周回軌道への投入を試みました。しかし、主エンジンの故
障から投入に失敗します。そこで、再投入のために対策チームを作り
数々の挑戦と失敗、そして入念な計算の結果、５年後の２０１５年１
２月に補助エンジンを使って再突入に成功しました。現在は、金星を
９日間程度で周回する楕円軌道に安定し、今年の４月から本格的な観
測を行っているそうです。今回のお話は、この５年間の挑戦の過程が
中心でした。しかし実際は、「あかつき」の打ち上げまでにも挑戦と
失敗を数え切れないほど繰り返し、多くの時間と莫大なお金をかけて
完璧な準備をされています。そして、しっかりとした自信もあったよ
うです。しかし、結果は予期せぬ失敗。最初は自分を責め、チームを
責めてバラバラになりそうだったようですが、「どうしてもこのプロ
ジェクトを成功させる」という思いで再挑戦がスタートしたそうです。
宇宙空間という特別な環境の中で予想できないことや困難の連続でも、
自分たちの夢の実現への強い気持ちと繰り返された失敗からの自信、
そしてチームの信頼感で５年間という長い時間を乗り切り見事に成功
を勝ち取ることができたとおっしゃっていました。
「夢はみるものではなく、かなえるものである」という言葉があり

ます。かなえるためには、挑戦・失敗を繰り返しても必ず成し遂げる
という強い信念を持って努力を続けることが大切でしょう。その姿を
支えてくれる人たちの存在を自覚し、感謝して、応援をしてもらえる
謙虚な姿勢も必要でしょう。でも一番大切なことは、失敗を恐れてや
らないのではなく、まずやってみることだと思っています。
この夏何かにチャレンジしましょう！そして失敗しましょう！失敗

した経験を増やして次のチャレンジのエネルギーをためましょう！

ちなみに中村正人先生の講演の演題は、
「ＤＲＥＡＭＳ ＣＯＭＥ ＴＲＵＥ」でした。



【 学校対抗戦 】
男子：１５位 女子：１２位 総合：１３位
【 中国大会出場 】
ボート部・剣道部・アーチェリー部
水泳・ボクシング・体操

5月17日（火）に県総体に向けた壮行式が行
われました。生徒会長、校長先生からそれぞ
れ激励の言葉がおくられ、各部代表者が力
強く決意表明をしました。

※ 主な成績を抜粋しています。

詳しい結果、写真等はＨＰをご覧ください。

ボート部男子 舵手付きクォドルプル：２位
ダブルスカル ：優勝

〃 女子 舵手付きクォドルプル：優勝
ダブルスカル ：３位
シングルスカル ：優勝

アーチェリー部男子 個人戦：第２位
〃 女子 団体戦：優勝

個人戦：第１位・第２位
第３位

陸上競技部男子 200Ｍ：準決勝
800Ｍ：準決勝
5000Ｍ：１３位

〃 女子 200Ｍ：準決勝
幅跳び：８位

円盤投げ：８位
やり投げ：１１位

バスケットボール部男子 ２位
〃 女子 ベスト８

バレーボール部女子 ２回戦
サッカー部男子 ２回戦
ハンドボール部男子 １回戦
〃 女子 ３位

6月6日（月）の１限目の報告会。各部キャプテン
が成績と、部活動を通して得た「思い」を述べました。
どの部も、支えてくださった方々への「感謝」の気持
ちを表していました。

バドミントン部女子 団体戦：１回戦
個人戦：３回戦

卓球部男子 団体戦：２回戦
個人戦：Ｓ３回戦

Ｄ２回戦
〃 女子 団体戦：２回戦

個人戦：Ｓ３回戦
Ｄ１回戦

剣道部男子 団体戦：２回戦
個人戦：ベスト３２

〃 女子 団体戦：３位
個人戦：ベスト３２

弓道部男子 団体戦：予選敗退
個人戦：２回戦

〃 女子 団体戦：予選敗退
個人戦：３回戦

テニス部男子 団体戦：２回戦
個人戦：Ｓベスト３２

Ｄベスト１６
〃 女子 個人戦：Ｓ１回戦

Ｄ１回戦
ソフトテニス部男子 団体戦：２回戦

個人戦：２回戦
〃 女子 団体戦：２回戦

個人戦：３回戦
水泳男子 100Ｍ自由形：５位

200Ｍ自由形：６位
100Ｍ背泳ぎ：１位
200Ｍ背泳ぎ：１位
200Ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ：６位
400Ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ：３位

体操女子 １０位

結果一覧

平成28年度 高校総体
飾った 部活の 集大成！！

報告会

壮行式



総体での運動部の活躍の他にも、
いろいろな部活動が頑張っています。

東高生の活躍！！

【 第９回高校生書道パフォーマンス甲子園
出場決定！！】

本校書道部が、中国ブロック予選において、３
位の好成績をおさめ、８月７日に愛媛県で行わ
れる本戦への出場権を獲得しました。本戦出場
は島根県勢初の快挙です！
今後ともご声援をよろしくお願いします。

書道部

６月１１日（土）、プラバホールにて第２３回

定期演奏会が行われました。ＯＢ・ＯＧをはじめ、
多くの方々にご協力をいただきました。

６月１８日（土）には、本庄公民館の音楽鑑賞会
で演奏をしました。

次は、夏のコンクールです。引き続きご声援を
よろしくお願いします！

吹奏楽部

７月１０日（日）、プラバホールにて弦楽部の
定期演奏会が行われました。保護者の方々や
近隣地域の方々、また中学生にも鑑賞に来て
いただきました。第３部では、本校ＯＢ・ＯＧにも
参加していただき、ドラムスを含めた盛大な演
奏を楽しむことができました！

弦楽部

【英語弁論大会 全国大会出場決定！！】

６月１７日に行われた「第３６回島根県国際教
育英語弁論大会」に、３１Ｒ小森百合子さん、
３４Ｒ城市奈緒子さんの２名が出場しました。

その結果、３４Ｒの城市さんが最優秀賞を受賞し、
全国大会への出場を決定させました。

英語スピーチコンテストにおいて、本校の生徒
が全国大会に出場するのは初の快挙です！

英語弁論大会

【全国高等学校総合文化祭 出場決定！！】

６月１４日、１５日に第６３回ＮＨＫ杯全国高校
放送コンテスト島根県大会が行われました。こ
の結果、「創作ラジオドラマ部門」、「創作テレビ
ドラマ部門」において、全国総文祭への出場が
決定しました。
ご声援をよろしくお願いします！

全国大会へ！全国大会へ！

文化創造部



8月

17日 夏期講座（～18日）
18日 １・２年全統実テ
19日 オープンキャンパス

３年全統Ｍ（～20日）
22日 始業式

9月
1日 東雲祭（～3日）
5日 代休
6日 中期講座(～11/21)
7日 ETC④
10日 土曜講座

３年全統記述
16日 ３年進研マーク

（～17日）
29日 中間試験（～10/4）

10月
6日 後期生徒会長選挙公示
12日 ２年生東京研修（～14日）

１年校内実力テスト
14日 ３年進研記述（～15日）
19日 ETC⑤
22日 土曜講座
25日 ３年全統マーク（～27日）

３年保護者面談（～27日）
26日 立会演説会・生徒会長選挙
29日 １・２年ハイレベル模試

島根県立松江東高等学校
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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!!
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理想の社会を創ろう

東雲祭の分団決めも終わり、この夏休みから執行部、３年生を
中心に準備が始まります。
東雲祭の３日間、皆さまのお越しをお待ちしています！

赤組：１２・１６・２１・２４・３２・３５Ｒ
青組：１１・１５・２３・２５・３１・３４Ｒ
黄組：１３・１４・２２・２６・３３・３６Ｒ

２０１６年 東雲祭
９／１（木）文化の部１日目 ９／２（金） 文化の部２日目 ９／３（土）体育の部

技球 大 会

７/５、球技大会が行われました。種目はバレーです。非常に
暑い中でしたが、クラス対抗の熱い戦いが繰り広げられました。
競技に出ていた生徒はもちろん、応援していた生徒、審判をし
た女子バレー部や体育委員の生徒もとても頑張りました。

結果 女子男子

１年 ２年 ３年

１位 １６R ２６R ３４R

２位 １３R ２２R ３２R

３位 １４R ２４R ３１R

１年 ２年 ３年

１位 １２R ２５R ３６R

２位 １４R ２３R ３３R

３位 １５R ２１R ３１R

MALTA  
スペシャルライブ HIT&RUN

プラバホールで世界的サックス奏者MALTA氏を招い
たスペシャルライブが行われました。「キラキラ星」や
「上を向いて歩こう」「聖者の行進」など、様々なジャン
ルの音楽をエネルギッシュに演奏され、生徒たちは手
拍子で楽しみました。また、校歌をアレンジして演奏し
ていただき、改めて東高の校歌の良さに気付かされま
した。


