～「 月 根尾 」と は 、学 校 の ある 地 域 の 古 名「突 根 尾 原 」に由 来 す る 地 名で す ～

一貫教育に連なる新しい試みです。また、一日目
８月の終わりは秋雨前線の影響で雨模様が続

から多くの保護者や地域の方に参加していただ

きましたが、令和最初の鵬雲祭を予定通り開催

き、大変うれしく 思いました。ＰＴＡ と鵬雲会 の

することができました。３日目は雨が心配され

皆様による模擬店では、沢山のカレーライスや

ましたが、この日 だけは天候が回復し、爽やかな

焼きそばなどを用意していただき、これを楽し

秋空のもと体育祭を実施することができまし

みにしていた生徒や参加者のおなかと心を満た

た。飯南高校生は 「天気の子」でした！

してもらいました。

今年は「勇往邁進～Have a good time～」のテ

体育祭でも、生徒は一人で何種目もの競技に

ーマのもと、実行 委員の生徒を中心に、困難に負

参加し、若者の持つエネルギーを見せてくれま

けない勇気と団結力で鵬雲祭の成功に向け生徒

した。競技は青組、応援は黄組 、デコレーション

達は奮闘しました。

は赤組が制し、グラウンドには一日中心地よい

文化祭は 、ミュージック コンテスト、クラスパ

汗と笑顔があふれました。一緒に競技に参加い

フォーマンス、神楽上演など 見応え・聞き応えの

ただいた保護者や地域の皆様、ありがとうござ

ある発表と 、部活動 展示、委員会展示、クラスパ

いました。朝早くから 閉会式まで、本当に 多くの

ビリオンなどの展示と盛りだくさんの内容でし

皆様に応援に詰めかけていただきました。

た。一週間しかない 短い準備期間でしたが、生徒

閉会式で話しましたが、飯南高校生はいつも

が何役もの仕事に協力して取り組んだからこそ

地域の皆様に応援されており、頑張る姿や笑顔

できたと 思います。そして、近隣 保育所の園児や

が地域の方の元気や希望になることを、生徒は

小・中学校の児童生徒をお招きし、吹奏楽部の 合

忘れないでほしいと思います 。そして、いくつも

同演奏、米村でんじろうサイエンスショーを楽

の時代を超え、多くの卒業生の思い出に残るこ

しみました。サイエンスショーでは紙ブーメラ

の鵬雲祭が、いつまでも続くことを願っていま

ン、ゴムロケット 、空気砲で作った煙の輪、ジャ

す。今後とも 地域に 開かれた 学校として、本校の

ンボ風船が体育館いっぱいに飛び交い、大きな

教育活動に温かいご支援とご協力をいただきま

歓声で実験は大変盛り上がりました。保小中高

すようお願いいたします 。

い

初日 は、 町内 の保 育所 の園 児、 小・ 中学 生を 招待 しま した 。 連携 校の 赤来 中学 校・ 頓原

晴天 に恵 まれ た体 育祭 では 、各 学年 が３ 色に 分か れ、 １～ ３ 年生 まで が力 を合 わせ て勝

中学校 とは 、合同 でレ シテー ショ ン 発 表会（ 英語 暗唱 ）、 吹 奏楽部 合同 演奏を 行い ました。

利を 目指 しま した 。応 援合 戦や デコ レー ショ ンで は、 ３年 生 が下 級生 を 引 っ張 り、 一つの

また 、
「 米村で んじ ろうサ イエ ンス ショー 」で は、空気 砲や巨 大風船 等、様々な 化学 実験 を

ものを 創り 上げて いま した 。自 分達が 引っ 張る側 にな って 初 めて 、
「 先輩 方の偉 大さ が分か

通して 保小 中高生 が一 緒に学 びな がら 楽しむ 時間 を持つ こと ができ まし た。

った 」と 話す ３年 生も いま した 。ク ラス や学 年の 枠を 超え 、 絆が 更に 深ま った 一日 となり
まし た。 たく さん の競 技で 地域 の方 にも 参加 して いた だき 、 一緒 に盛 り上 げて いた だきま
した。 ご協 力、ご 声援 ありが とう ござ いまし た！

２日 目は 、ク ラス 対抗 ミュ ージ ック コン テス ト や クラ スパ フ ォー マン スを 行い まし た。
今年 のコ ンテ スト は、 各ク ラス が課 題曲 「校 歌」 と自 由曲 の ２曲 を歌 いま した 。男 女の声
のハ ーモ ニー が素 晴ら しく 、ど のク ラス も真 剣に 歌う 姿が と ても 印象 的で した 。そ れとは
対照 的に 、パ フォ ーマ ンス では 笑い や歓 声が 上が るよ うな 表 現の 目白 押し でし た。 クラス
の団結 力の 深まり を感 じる２ つの 発表 に、会 場が とても 盛り 上がり まし た！
午後 は、 飯南 高校 神楽 愛好 会の メン バー が神 楽甲 子園 で演 じ た「 日本 武尊 」を 披露 しま
した。 地域 の方に もた くさん 見に 来て いただ き、 大盛況 でし た！

県外の中学生 に“飯 南町・飯 南高校 を体 験して も ら い 、飯
南高 校 に 進学 し ても ら う ！” と 生徒 の 有 志が 企 画 した 「森
の学 校 サ マー ツ アー 」 を 今年 も 開催 し ま した 。 今 年は ８名
の中 学 生 が参 加 して く れ まし た 。川 遊 び 、ヤ マ メ 釣り 、し
め縄作 り、酪 農体 験等を 行い 飯南 町の魅 力を 満喫し まし た。
また 、 昨 年度 に 引き 続 き 小田 ・ 真木 地 区 では 地 域 住民 の皆
様にご 協力 いただ き、民泊 も体 験しま した 。参 加者 は、
「普
段は体 験で きない こと が出来 た！ 」「 また 飯南に 来た い！」
と語 っ て いま し た。 町 内 の多 く の方 々 に ご協 力 い ただ きま
した。 大変 お世話 にな り、あ りが とう ござい まし た。

あかぎの里

納涼茶会

令和元年度出雲地区リーグ戦

七夕をイメージした飾りつけ

【予選リーグ１回戦】飯南

６－０

出雲工業

でお茶席を設け、部長の石田さん

【予選リーグ２回戦】飯南

０－８

出雲農林

がお手前を披露しました。お菓子

【２位トーナメント】飯南

３－４

出雲西

を運ぶ時、「 どれになさいます
か。」と生徒が利用者さんに尋ね
ると、
「きれいなお菓子だね」
「ど
れにしようか」などと話の輪が広

第６０回全日本吹奏楽コンクール中国大会

がり、喜んでいただきました。

高等学校小編成の部
【演奏曲：マードックからの最後の手紙】

令和元年度島根県高等学校テニス新人大会出雲地区予選
【シングルス】
山戸

果音

➝

藤原

日向 予選突破

➝

岩本

遥

予選突破

➝

【ダブルス】
山戸果音・藤原日向ペア
➝
第４６回島根県高等学校１年生卓球大会
【女子団体１回戦】飯南

２－３

松江農林Ａ

【男・女シングルス】４名出場

かき氷販売を通じて募金活動
文化祭１日目にかき氷販売を行いました。その売上金と、

不要になった本を集めることで、紛争が続くシリア国

文化祭２日間に渡って行った図書委員会企画の収益金、合

内の赤ちゃん用おむつとして支援できると分かり、７月

わせて２１，６７０円を「バングラデシュ南部避難民救援

から校内で呼びかけをし、本の回収をしています。第２

金」として日本赤十字社

回目の回収を文化祭２日間で行い、現在２３７冊の本が

を通じて現地へ届けても

集まっています。更に１０月中旬まで、町内各地やお世

らおうと思います。ご協

話になっている施設に声をかけて、本を集める予定です。

力くださった皆様、あり

不要になった本があれば、取りに伺いますので、ご連絡

がとうございました。

ください。（担当：南口）

１７日（木）球技大会
生徒会役員選挙
１日（火）１年生国際交流体験学習（台湾～４日）
２年１組インターンシップ（～３日）
１６日（水）２年生Ｒ５４ボランティア活動

学校だより月根尾９月号

令和元年９月１８日発行

２４日（木）校内ロードレース
２５日（金）校内ロードレース予備日
２８日（月）公開授業旬間（～１１／８）

島根県立飯南高校

httpｓ ://iinan.ed.jp

