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今 年 の 漢 字 か ら

１２月１２日に今年の漢字が発表されました。今年は「金」が選ばれました。
ちょっと興味が沸いたので少し調べてみました。まずこのイベントは、日本漢
字能力検定協会（漢検）が１９９５年から行っているもので、漢字の奥深い意
義を再認識する活動の一環として、年末にその年の世相を表す漢字一字とその
理由を全国から募集し、最も多かった漢字を今年の漢字として発表しているも
のです。今年は、１１月から１２月の初めまで募集し、１５３，５６２票の応
募があり、「金」が６，６５５票（４．３３％）を集めて１位になったようで
す。ちなみに「金」は３回目の選定で、２０００年、２０１２年と今年同様オ
リンピックが開催された年に選ばれています。ベスト１０は２位から「選」、
「変」、「震」、「驚」、「米」、「輪」、「不」、「倫」、「乱」だそうで
す。
さて選んだ理由を見てみると、やはりリオ・オリンピックでの日本選手の

「金」メダルラッシュで、選手達の笑顔と達成感、喜びの涙が明るさと元気に
つながったという意見が多いようです。また、前東京都知事の政治資金問題、
東京オリンピックの経費問題、豊洲移転問題等の政治と「金」に絡む問題が多
く浮上した年でもありました。また珍しいところでは、野球のイチロー選手や
黒田投手の成し遂げた大記録やレスリングの伊調選手の４連覇等の「金」字塔、
次期アメリカ大統領トランプ氏の「金」髪、ピコ太郎さんの「金」色の衣装な
どがありました。
そして今年の６月に京都市にオープンした「漢字ミュージアム」では歴代の

「今年の漢字」を一堂に展示した「今年の漢字」展が２月まで開催されている
ようです。また、なぜ１２月１２日かいうとその日は「漢字の日」で「いい字
一字」（いいじいちじ）と読み、毎年「いい字」を少なくとも「一字」は覚え
てほしいという願いが込められているようです。少し深掘りしてみるとおもし
ろいことがいろいろわかりました。みなさんも興味が沸いたことは深掘りして
みましょう。
ところでみなさんの今年の漢字は何でしょうか？なかなか一字には決めにく

いですね。私の今年の漢字は、第３位に入っていますが「変」です。４月に松
江に帰ってきて、それまでの２年間の単身赴任生活から、子どもがいなくなっ
た夫婦二人の生活への「変」容、８年ぶりに勤める東高のいろいろな「変」貌、
次々と明らかになっていく新しい大学入試を含めた高大接続改革による高校で
の学びの「変」化、高校入試制度の大幅改革による東高に求められる「変」
革・・・。生活、意識、考え方、行動等自分自身が変わらなければいけない一
年でした。自分を変えることはなかなか難しいものです。しかし誰かが変えて
くれるわけではありません。自分で動くしかないのです。生徒のみなさんの中
には「自分を変えなければ」と思っている人も多いと思います。思っているだ
けではなく、私と一緒に変わる努力をして少しずつ前に進みましょう！チャレ
ンジして変身する２０１７にしましょう！

去年の漢字を覚えていますか？「安」でした。私は思い出せませんでした。
記憶力の低下阻止にもチャレンジしたいものです。



～非日常を経験して、自己を深める！～

平成２８年度 東京研修
～非日常を経験して、自己を深める！～

平成２８年度 東京研修 日程
【第１日目（10/12）】
理系：（全員）JAXA筑波宇宙科学センター

（選択）防災科学技術研究所、国土地理院、
産業技術総合研究所

文系：（全員）国立科学博物館
（選択）東京国立博物館、毎日新聞、

東京証券取引所、JICA
全体：音楽座ミュージカル

【第２日目(10/13)】
班別自主研修

【第３日目(10/14)】
（全員）国会議事堂、日本科学未来館
（選択）国立科学博物館、先端技術館、

読売新聞、日本銀行、最高裁判所、
NHKスタジオパーク

班別自主研修で訪問した企業・学校
フジテレビ、くすりミュージアム、不二家、物流博物館、
アクアパーク品川、コカコーラ多摩工場、スカイツリー、
ユニバーサルミュージック、サンリオ、森永製菓、東京
ドーム、ジークレスト、ＴＢＳ、東京証券取引所、毎日
新聞社、ライザップ、国立国際医療研究センター、東京
書籍、ドイツ大使館、東京音楽センター、ＷＯＷＯＷ放
送センター、テレビ朝日、リーガロイヤルホテル、楽天、
森永乳業、㈱ドーム、ＡＮＡ機体工場、ファンケル、鳩
居堂、三菱重工、上智大学、聖路加看護大学、実践女子
大学、法政大学、東京工芸大学、青山学院大学、慶應義
塾大学、文化学園大学、杉野装飾大学、東京大学、明治
大学、宝塚大学、東京国際大学、共立女子大学、立教大
学、早稲田大学、日本体育大学、工科大学、学習院大学、
東京外国語大学、武蔵野美術大学、駒澤大学、学習院大
学、日本外国語専門学校、東京聖栄大学、日本女子大学、
東京理科大学、北里大学、芝浦工業大学豊洲キャンパス、
東京工業大学、ＥＳＰ など

東高キャリア教育の中核として２年生に位置付け
られた東京研修は２年目を迎えました。関東圏の企
業や大学、各種施設などでの研修で、非日常的な経
験をし、自らを深め、自己を高める貴重な機会とな
りました。
生徒たちは、５月から班別自主研修の研究テーマ

を検討し、６月には訪問先選びのための調査・研究。
７月からは実際に希望する訪問先と電話で直接交渉
を開始しました。何度も訪問を断られた班もありま
したが、すべての班が、自分たちの希望にそった企
業を訪問することができました。

研修１日目
（10月12日）

研修２日目
（10月13日）

研修３日目
（10月14日）

研修１日目は、文系・理系それぞれで早朝に出発。
それぞれのコースで施設見学を行いました。早稲田大
学の学食で夕食をとった後、音楽座ミュージカルの
鑑賞・体験をしました。

研修２日目は、班別自主研修。各班が自分たちで直接
交渉した企業や大学に、訪問しました。
公共交通機関を利用し、自分たちの力で訪問しました。

東京研修を終えて・・・
教育開発部 田中芳美 先生

今年の東京研修は、飛行機の関係で、東京との往復
の際には出雲空港と米子空港に別れたり、２日目の夕
食は生徒の自由食にしたりと、昨年と若干異なる行程
を採用した。幸い天候に恵まれ、心配していた初日の
行動計画も昨年よりスムーズに運んだ。
班別自主研修では、班ごとに自分たちで選んだ大

学・企業を訪問したが、特に企業訪問では、担当者の
方から丁寧なご説明を伺い、実際に現場を拝見させて
いただくことによって、職業に対する認識を新たにし
た生徒が多かったように思う。
２年生には、事前準備も含めた東京研修の貴重な経

験を、今後の学校生活や進路決定にしっかりと活かし
てほしいと願っている。

研修３日目は、国会議事堂を見学し、その後は各
コースでの施設見学でした。お台場でレインボーブ
リッジを臨みながら昼食をとり、日本科学未来館を
見学しました。

ＡＮＡ機体工場 楽天

フジテレビライザップ

防災科学技術研究所

ＪＡＸＡ
東京証券取引所

音楽座ミュージカル

先端技術館国会議事堂



１年 ２年

１位 １４R ２１R

２位 １１R ２５R

３位 １５R ２３R

１２月６日に１・２年生による球技大会が行われました。種目はバスケットです。
１２月の体育館はとても寒く、開会式では皆長袖を着ていましたが、試合が進むにつれて白熱し、
選手たちが半袖半ズボンになって走り回っている様子が印象的でした。期末試験明けの試合だった
ため、良いリフレッシュとなったのではないでしょうか。審判をしてくれた男女バスケットボール
部の生徒たちもよく頑張ってくれました。
２年生の優勝チームは１２月１５日に松江市総合体育館で行われた松江地区高体連の大会に出場

しました。

男子 女子

１年 ２年

１位 １４R ２２R

２位 １１R ２１R

３位 １６R ２５R

１２月に入り、いよいよセンター試験まで一か月を切りました。
毎日遅くまで３年生の教室には明かりが付いています。試験が終わってから後悔がないように、最後
にもうひと踏ん張り頑張ってほしいところです。
毎日寒い日が続きます。学校でも風邪が流行ってきているので、体調管理には気を付けて欲しいと

願っています。

受験まであとわずか…３年生も頑張っています！



３４Ｒ 城市奈緒子
国際交流基金理事長賞
「難民救助」をテーマとした
素晴らしいスピーチを堂々と
読み上げました。

【バレー部】 ２回戦敗退
【バスケ部】 男子：２位 女子：ベスト８
【サッカー部】 ２回戦敗退
【剣道部】 男子団体：２回戦敗退

女子団体：３位
女子個人：ベスト８、ベスト１６

【ソフトテニス部】女子個人：ベスト３２
【卓球部】 男子Ｓ：３回戦 女子Ｓ：２回戦

男子Ｄ：２回戦 女子Ｄ：２回戦
【バドミントン部】 Ｓ：ベスト３２ Ｄ：ベスト１６

東高生の２学期の活躍を総集編でお届けします！！
詳しい結果は東高ＨＰをご覧ください。

＜アーチェリー部＞
【団体】 女子団体 ４１位 予選敗退
【個人】 少年男子 １２３位 内田 崚登

少年女子 ９６位 若槻 歩夢
１９０位 渡部麻奈美
１９４位 安達 慧
２０８位 秦 茉友子

「審査員特別賞」 受賞！
当日は素晴らしい演技や作
品の出来の美しさに、客席
からは感嘆の声が多く聞こ
えるほどの出来栄えでした。

＜ボート部＞
男子２×（山口・吉原）８位
男子４×＋（安部・谷口・高木・田中・吉田）予選敗退
女子４×＋（安達・土江・小堀・金山・下村）準々決勝進出
女子１×（林）準々決勝進出

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

【１月】

10日 始業式
14日 センター試験（～15日）

１，２年ハイレベル模試
18日 ＥＴＣ
23日 １，２年進研模試
28日 土曜講座

【２月】
4日 土曜講座
8日 １年校内実力テスト

２年進研マーク（～9日）
9日 １年社会人講座
11日 未来創造ステップ

アップセミナー（2年）
高志チャレンジ

セミナー（1年）
23日 学年末試験（～28日）

【３月】

2日 送別の会
3日 卒業式
9日 生徒総会
24日 終業式

＜水泳＞ 横川晶 100ｍ・200ｍ背泳ぎ予選出場

＜ボクシング＞ 渡部 夏志 バンタム級１回戦

＜少林寺拳法＞ 藤原悠也 予選出場

＜体操＞ 勝平実優 １８０位

9/1～9/3に、東雲祭が開催
されました。文化の部が二
日間、体育の部が一日行わ
れましたが、閉会式で各分
団が一体となって校歌を斉
唱している姿が、とても印
象的でした。

東高生の活躍

選手権大会

第３６回
高校生英語弁論大会

東雲祭

【ハンドボール部】 男子：２位 女子：優勝
男女とも山陰選抜に出場！

【テニス部】 男子：Ｓ１名、Ｄ１組 中国新人出場！
女子：Ｓベスト３２

【卓球部】 男子Ｓ：２回戦 女子Ｓ：２回戦
【バドミントン部】 Ｓ：ベスト３２ Ｄ：ベスト１６
【ソフトテニス部】 女子団体：２回戦敗退

女子個人：ベスト３２
【アーチェリー部】 少年男子：２１位 少年女子：１位

新人男子：１位 新人女子：１位
【弓道部】 男女団体：予選敗退 男子個人：４位
【ボート部】 男子 ４×：３位 ２×：優勝 １×：優勝

女子 ４×：優勝 ２×：３位 １×：２位
【陸上部】 すべての生徒が次ラウンド進出。

新人戦

第９回 書道パフォーマンス甲子園

今年度のインターハイは中国地方での開催でした。
選手としてのみならず、多くの生徒が役員としても
大会の運営に貢献しました。


