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学校教育目標 ｢豊かな知性と美しい心を持ち、高い理想に逞しく邁進する人間の育成｣ 

 学校 HP http://www.city.matsue.ed.jp/konan-j/   

 校内合唱コンクール 響けハーモニー！ 誇りを胸に奏でよう music♪   

１０月２５日（水）にプラバホールにて校内合唱コンクールを行いました。当日は、

多くの保護者の皆様にご来場いただき、ありがとうございました。 

 スローガン『響けハーモニー！ 誇りを胸に奏でよう music♪』のもと、各クラスが

団結し、息のあった素晴らしいハーモニーを発表することができました。 

特に３年生の合唱は、どのクラスとも曲名どおり詩の内容をつかみ聴衆者に訴えかけ

るような、そして迫力のある合唱でした。全てのクラスを最優秀賞にしたいと思うよう

な合唱でした。また、１・２年生も、元気で力強い歌声を披露したクラスや美しいハー

モニーを奏でるクラスもあり、それぞれがクラスのカラーをしっかりと出した合唱コン

クールになりました。 

 伝統ある本校合唱コンクールの取組を通して、生徒たちはクラスが協同し、一つのこ

とに打ち込む素晴らしい体験ができたのではないかと思います。  

 

 

 

 

 

 

＜結果＞ 発表順。○印は優秀指揮者賞・優秀ピアノ賞受賞者です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学年－組 賞 曲    名 指揮者 ピアノ 

１－５ 金 この星に生まれて  ○舟越   高橋 

１－２ 銀 With You Smile  川本   保科 

１－４ 金 Let’s search for Tomorrow 前島   長島 

１－１ 銀 地球星歌～笑顔のために～ 三明  ○奥野 

１－３ 銀 unlimited  植田  佐久間教諭 

２－４ 銀 瑠璃色の地球 浜崎   多久和 

２－1 金 希望という名の花を ＊優秀賞 ○山根   吾郷 

２－5 金 ＣＯＳＭＯＳ 内田 ○陶山 

２－2 銀 大切なもの 坂本 野々内 

２－3 銀 涙をこえて 上野 森山 

３－３ 銀 友 ～旅立ちの時～ 岡﨑   山本 

３－４ 銀 手紙    原田  ○舟越 

３－５ 金 
あなたへ ～旅立ちに寄せるメッセージ～ 

＊優秀賞 
廬原 鶴原 

３－２ 金 
旅立ちの時 ～Asian Dream Song～      

＊最優秀賞 
○大庭 ○元上 

３－１ 銀 花は咲く  太田  森山 
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文化学習発表会 伝えよう「今」！ 繋げよう「湖南中文化」 ～With Pride～    

１１月３日（金）本校で初めての文化学習発表会を開催しました。当日は、ご多用の

中、多数の保護者の皆様に参加していただき、ありがとうございました。この会は、平

素の学習活動を発表し、「湖南中学校の文化」を深めていこうとするものです。内容と

してステージ発表では、各学年総合的な学習（１年生－松江市内フィールドワーク、２

年生－修学旅行、３年生－職場体験）の取組、吹奏楽部の演奏、生徒会委員会活動の発

表（図書・生活・保健委員会）、英語スピーチ、有志の発表を行いました。また、展示

では、総合的な学習、教科（技術家庭科・理科・美術科）、生徒会スライドショー、美

術部の作品を展示しました。 

生徒会役員が、中心となって準備運営を行いました。合唱コンクールの練習と準備期

間が重なったり、設備等の不十分さがあったりしましたが、全校で協力し合い文化学習

発表会を成功させることができました。総合的な学習の発表では、各学年のテーマに応

じてパワーポイントや寸劇等を用いて、分かりやすく発表しました。図書委員会は、ビ

ブリオバトル（参加者同士で本の紹介をし合い、最も読みたいと思う本を投票で決める

催し）、生活・保健委員会は、たくましい体つくり～睡眠と食事の関係～について劇で

演じながら、事前のアンケートをもとに本校の実態の報告・説明を行いました。最後に

有志によるダンスや演劇があり、大変盛りあがりました。 

 

 

 

 

 

 

ＰＴＡ人権教育講演会について 

文化学習発表会の午後、ＰＴＡ人権教育講演会が開催されました。講師として江角弘道

さん（仁照寺住職・島根県立大学短期大学名誉教授：出雲市在住）をお迎えし、演題「亡

くなった娘からの命のメッセージ」で講演していただきました。江角さんは、娘さん（大

学生２０歳）を、飲酒運転の車の衝突事故で亡くされています。事故を契機に理不尽に奪

われた命や残された遺族の無念の思いから「命とは何か」を考え、犯罪被害者遺族の人権

を訴える活動を続けられています。その取組として、

「命のメッセージ展」を紹介されました。また、生き

ていることは、当たり前ではなく「有り難う、お陰様

で」という感謝の気持ちを持って日々過ごしてほしい

と説かれました。講演の内容は、生徒一人ひとりにと

ってしっかりと考えることができ、自分を振り返るよ

い機会になったように思います。 

生徒の感想（抜粋） 

○講演を聞き、「命って何だろう？」と改めて考えることができました。今、私が字を書

いていること、歩けるということ。私たちが当たり前と言っていることは、一つの命が生

きている証なのかと思いました。命が生まれることは、とても素敵なことで奇跡だと思い

ました。世の中には、将来の夢があっても叶えることができない人や、生まれてくること

ができなかった人がいると思います。私は、今生きていることに感謝して、一つの大切な

命として生きていこうと思いました。 
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○私は最近両親から何か口うるさく言われると、口答えなど反抗をしています。今日の江

角さんの話から、今生きていることは当たり前じゃないということが分かりました。今日

家に帰ったら、両親に感謝の気持ちを伝えようと思います。そして、これからも毎日あり

がとうの気持ちを忘れないように過ごそうと思いました。 

乃木地区・忌部地区文化祭について  
１０月２８日（土）２９日（日）乃木地区文化祭、

１１月５日（日）忌部地区文化祭がそれぞれ公民館

で開催されました。両地区文

化祭に多くの生徒がボラン

ティアとして参加しました。

乃木地区文化祭では、美術部

が看板を作成しました。また、

３年生の人権標語、乃木ふる

さと祭りや南中ソーラン隊など地域との関わりについて掲示紹

介していただきました。忌部地区文化祭でも、忌部高原まつりや

忌部町民体育祭等、中学生の様子を写真で紹介していただきまし

た。また、両地区文化祭で、屋台・模擬店でお手伝いをして地域

の方と交流することができました。それぞれの活動が地域の皆様

に支えていただき、しっかりと取り組めたと思います。大変お世

話になりました。 

環境ボランティアについて    

 １０月３１日（火）地域ボランティアの３名の

方と複式学級生徒で、環境ボランティアとしてプ

ランターや花壇（来客用玄関前、一部コンテナ室

前）に、冬・春用にパンジーやビオラ、葉ボタン、

水仙の球根を植え替えていただきました。プラン

ターは、東西の生徒昇降口に置いています。生徒

の皆さんも足を止めて見てください。 

第３７回全国中学生人権作文コンテスト県大会について    

本大会（松江地方法務局・県人権擁護委員連合会主催）で、本校２年生秦美和さんの「話

したい、だけど・・・」が最優秀賞に、３年生福島菖子さんの「一歩 踏み出す」が優秀

賞に選出されました。（県内６８校、４１９２点の中から）秦さんの作品は県代表作品と

して１１月の全国大会に出品されることになりました。また、１２月上旬に山陰中央新報

にその全文が掲載される予定です。 

第５０回記念全国中学校社会科教育研究大会島根大会参加について 

 １１月１０日（金）に本大会がくにびきメッセで開催されました。本校からは２年５組

３４名が参加し、黒田先生指導のもと、歴史の授業「広がる貨幣経済」～江戸時代の財政

改革～が公開されました。全国から約５００人参加者があり、２年５組の公開授業は１３

０人の方に見ていただきました。授業は、一つのテーマで肯定派と否定派に分かれて討論

する形式で行われました。生徒はグループごとに話

し合い、意見をまとめ積極的に発表しました。授業

終了後には、参加者の方から生徒の取り組み・頑張

りに対して大きな拍手をいただきました。 
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 出雲地区大会の結果について    
■卓球：１１月８日(水) 安来市民体育館   

 ◇団体＜男子＞３位 

１回戦 湖南中３－２斐川東中 勝ち   

２回戦 湖南中３－０西郷南中 勝ち 

準決勝 湖南中１－３出雲北陵中惜敗 

    ＜女子＞準優勝 

１回戦 湖南中３－０赤来中  勝ち   

２回戦 湖南中３－１平田中  勝ち 

準決勝 湖南中３－１出雲三  勝ち 

決 勝 湖南中１－３八束学園 惜敗 

 ◇個人＜男子＞ダブルス 宅和・野津 ３位 

    ＜女子＞シングルス土江    優勝 

 

■女子バレーボール：準優勝 

１１月７日(火)～８日（水） 松江市総合体育館  

  ◇２回戦   湖南中２－０安来一中 勝ち 

  準々決勝  湖南中２－０出雲一中 勝ち   

  準決勝   湖南中２－０鹿島・松江一中 勝ち 

  決勝    湖南中０－２東出雲中 惜敗 

 

■剣道：１１月８日（水）鹿島総合体育館 

  ◇団体  ＜男子＞ １回戦  湖南中３－２木次中  勝ち  

２回戦  湖南中２－３浜山中  惜敗 

 ◇個人  ＜男子＞  １・２回戦敗退 

◇個人  ＜女子＞ １回戦敗退 

 

■バスケットボール：１１月１６日（木）～１７日（金） 

大東公園市民体育館・三刀屋文化体育館 

 ＜男子＞  優勝 

  ◇１回戦 湖南中６６－３５出雲一中 勝ち   

２回戦 湖南中６９－４９島根中  勝ち 

準決勝 湖南中７４－３５湖東中  勝ち 

決 勝 湖南中６６－４９松江三中 勝ち 

 ＜女子＞  ベスト８ 

  ◇１回戦 湖南中６６－３４西郷中  勝ち   

２回戦 湖南中４４－６７松徳学院 惜敗 

 

各種表彰関係・大会参加関係 
■島根県中学校英語弁論大会 

 優良賞 ３年 福島菖 「Life is a miracle」 

■税についての作文 

 松江地区納税貯蓄組合連合会会長賞 １年 西坂政 

■犯罪のない安全で安心なまちづくり啓発ポスターコンクール 

 特別賞 ２年 井上呼 

■第４８回ジュニアオリンピック陸上競技大会（１０月２７日：神奈川県日産スタジアム） 

 Ｃ（１年）クラス女子１００ｍ 予選 ６着 小川葉 

■東京・名古屋・大阪選手権県卓球予選大会（１１月３日：平田体育館） 

 ７位 土江亜（１年） この結果名古屋オープンと大阪選手権参加が決定しました。 

■松江市長杯イングリッシュコンテスト 

（１１月１８日：国際交流会館） 

岡田憲（１年）恩田悟（１年）高田梨（１年）の 

３名が参加、優秀賞を受賞。 

「The Secrets of Matsue Castle」 


