
4/10(月)
入学式

4/11(火)
対面式

4/14(金)
離任式

4/21(金)
1年集団研修

4/21(金)
進路ガイダンス・ミュージカル

4/21(金)
3年校外学習ＵＳＪ

4/24(月)・25(火)
1年アウトドアスポーツ系合宿

4/26(水)
前期生徒会選挙

4/28(金)
但馬総体壮行会

4/29(土)
但馬総体(バレー)
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平成29年度活動の記録　4月・5月
久しぶりに3学年が揃いました。1
年生西谷美音さんの力強い挨拶
があり、生徒会長今井君の歓迎
の言葉によって迎え入れられた対
面式でした。2.3年生はしっかりと
引っ張っていってあげてください。

今年度より1日だけとなった1年生
の集団研修。兎和野高原まで歩
いて行き、チームで競争しながら
一つの目的を達成するゲームで
親睦を図りました。半分に切った
竹筒をつないでいき、ビー玉を
30m離れたバケツに入れるゲーム
やフラフープを全員で指先だけで
支えゆっくり落とさずに下ろしてい
くゲーム、4個のブロックの上に8
人で立つという協力しなければな
らないゲームをして歩いて帰って
きました。

2年生対象に進路ガイダンスが行
われ、希望する進路実現に向け、
大学､短大、専門学校、県警の
方々から話を聞くことができまし
た。最後に「BACK To THE
TEACHER」という題のミュージカ
ルを見ました。進路決定に至るま
での過程を描いたストーリーに生
徒達も感じるものがあったと思い
ます。

3年生は校外学習でＵＳＪに行き
ました。この日は全員出席で、好
天のもと、非常に混み合う中では
ありましたが、新しいアトラクショ
ンもあり、存分に楽しむことができ
たようです。

4月29日から始まる但馬総体の壮
行会が行われました。各部代表
による決意表明の後、校長からの
激励では①攻めに徹する②流れ
に乗る③最後まで諦めないという
話がありました。それぞれが思い
を持って大会に臨みます。

平成29年度入学式が行われ､58
回生65名が入学を許可されまし
た。坂本就希斗君の力強い宣誓
の後、上田県会議員、小林ＰＴＡ
会長から祝辞をいただきました。
その後担任団の紹介と続き、1年
主任三宅美奈子先生、1組担任藤
野浩司先生、2組担任山本晃寛先
生が保護者にご挨拶し、いよいよ
スタートとなりました。

離任式が行われました。参列いた
だいた先生方は山下智洋先生、
岡本悠幹先生、永岡多久世先生
の3名でした。教頭先生の紹介の
後、それぞれの先生が挨拶され、
思いを伝えていただきました。お
世話になりありがとうございまし
た。お越しいただけなかったので
すが、澁谷義人校長、小林公一
主査が出石高校へ転任されまし
た。

1年アウトドアスポーツ系の合宿
がとちのき村で行われました。ま
ず最初のマウンテンバイク実習で
は、乗り方や止まり方、安全面の
注意を含めた講習後、実際にス
キー場を駆け下りトライアルをしま
した。2日目は、登山があり、体力
勝負の2日間となりました。

前期生徒会選挙が行われまし
た。選挙に先立ち立ち会い演説も
ありました。会長と監察委員長は
信任投票、副会長は2名のところ3
名の立候補がありましたので、選
挙となりました。会長が3年今井敦
史君、副会長は3年西谷世菜さん
と2年藤井隆矢君、監察委員長は
澤田海大君という執行部になりま
した。よろしくお願いします。

29日から男女のバレーとバスケッ
トの総体が始まりました。男子バ
レーと女子バスケットは全力で戦
いましたが、初戦敗退。女子バ
レーと男子バスケットは1部昇格を
目標に掲げていましたが、どちら
も入れ替え戦で後一歩及ばず昇
格はなりませんでした。それぞれ
の部がこの悔しさを県総体にぶつ
けて欲しいです。



5/2(火)
春季校内マラソン大会

5/2(火)
前期生徒会認証式

5/8(月)
地域スポーツⅡ

ゴルフ実習

5/9(火)
1年地域学入門

(アウトドアスポーツ系)鍼灸

久しぶりに3学年が揃いました。1
年生西谷美音さんの力強い挨拶
があり、生徒会長今井君の歓迎
の言葉によって迎え入れられた対
面式でした。2.4年生はしっかりと
引っ張っていってあげてください。

5/11(木)
総合的な学習の時間

5/12(金)
地域スポーツⅠ

ゴルフ実習

湯村カントリークラブにてパッティン
グの練習をしました。地域の方々の
ご協力あっての授業です。

5/13(土)
県総体(バスケ男子)

5/15(月)
1年地域学入門(地域創造系)

5/16(火)
1年地域学入門

(アウトドアスポーツ系)トレーナー
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春の校内マラソン大会が素晴らし
い天気のもと行われました。体調
不良により完走できないものも出
ましたが、それぞれが自分たちの
思いを持って全力で走りました。
女子は2年の山本紗耶さん、男子
は3年の西垣和真君が優勝しまし
た。

前期生徒会選挙により選出され
た4名と各クラスから立候補してく
れた書記11名の計15名で前期生
徒会の認証式を行いました。前期
の大きな行事は村高祭となりま
す。思い出深いものとなるよう皆
で協力して良いものを作り上げて
いって欲しいものです。

3年アウトドアスポーツ系の授業で
ゴルフ練習場へ行ってきました。
アイアン練習を中心に100球ほど
打ちました。終了後は、自分たち
の打ったボールを拾い、感謝の意
を表しました。車で15分くらいのと
ころにある神鍋ゴルフ練習場です
が、500円で1時間ほど打ちまし
た。実際にうまく打つのは難しい
ですがコース練習に向けてさらに
練習を積んでいきます。

1年地域学入門アウトドアスポー
ツ系の授業で、履正社医療ス
ポーツ専門学校から講師をお招
きし、鍼灸の考え方やツボといわ
れるところへの鍼の打ち方などを
学習しました。自らの体について
知る第一歩となりました。

平成29年度活動の記録　5月・6月

左から　うへ山の棚田での田植え、
森の健康診断での神坂の群生調査

地域福祉班による地域調査発表

1年地域学入門アウトドアスポー
ツ系の授業で、履正社医療ス
ポーツ専門学校から講師をお招
きし、スポーツトレーナーが教える
ことを学び、実際に実技もしまし
た。今回は体幹のトレーニングに
ついて基本的なことを学びまし
た。

棚田保全のためうへ山の棚田で
田植えをしました。午前中の小代
中学の活動に続き、午後に本校
が活動しました。なかなかの作業
で､今後雑草取り、稲刈りと活動し
ます。森の健康診断では、神坂の
ヒノキの群生調査を行いました。
県民局や町農林課の方と一緒に
3年生が1年生を指導する形で実
施しました。地域福祉班では地域
調査の各班の発表を行い、さらに
発展的な内容にするためのグ
ループワークを行いました。

1年地域創造系の授業で森野元
校長に特別非常勤講師としてきて
いただき、おろし金でニンジン、ゴ
ボウ、ダイコン、キュウリなどをす
り下ろしながらシャープペンシル
のクルトガが書きやすいことやそ
の芯の性質を理解する学習をし
ました。そのことを通して、地域学
の学習を進める上でヒントになる
ことを自分たちの頭で考える､学
んでいくという姿勢を身につけると
いうことを強調されました。思いも
よらない展開で驚きました。

全但総体では、野球部が初戦の
浜坂戦で5-0から同点に追いつか
れ、タイブレークの結果5-10で敗
れ、敗者戦でも八鹿に負け2連
敗。女子バスケは、シュートが決
まらず苦戦し県総体1回戦川西北
陵に15-87で敗れました。男子バ
スケは、第2クォーターまで7点
リードしていましたが、第3クォー
ターの最初に相手に流れを握ら
れ、そのまま逆転され、64-69で
惜敗。いずれのチームも悔しい思
いをしました。



5/17(水)
冒険教育救急法実習

5/20(土)
進路説明会

5/27(土)
みらいの座談会

5/30(火)
強化運動部指定証授与

5/31(水)
教育実習生最初の授業

6/1(木)
総合的な学習の時間
(民芸班-紙漉き班）

長須集落での紙漉きです。ダブル
フルマラソンの表彰状作成、カー
ド作成をしています。

6/5(月)
あいさつ運動

6/7(水)
ふれあい保育

村岡の乳幼児とその保護者の方々に
来ていただき保健師を交えて子育て
についてご指導いただきました。

6/7(水)
中高連絡会議授業参観
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2.3年アウトドアスポーツ系の冒険
教育の時間に救急法を学びまし
た。資格取得に向け、一つ一つの
実習を確実にこなしていきます。

ＰＴＡ総会の後、大学、専門学校、
就職希望にわかれて進路説明会
がありました。大学進学に関して
は、ティーズスクエアの谷口氏に
来ていただき、専門学校について
はサンケイ新聞進学相談会の方
に来ていただきました。就職は本
校進路指導部が説明をさせてい
ただきました。それぞれの現状と
親の心の準備について話をされ
ました。

平成29年度活動の記録　5月・6月

7/31開催の高校生議会に向けて座
談会があり､本校生徒13名が参加し
町の政策に対して町会議員を交え
たグループワークをしました。

兵庫県体育協会より強化運動部
指定されたことを受け、指定証を
いただきました。西村誠先生に松
本兵庫県体育協会事務局次長か
ら授与されました。1年ごとの更新
ではありますが、補助もいただけ
るのでありがたいお話です。来年
の国体に向けてやらねばという気
持ちにさせていただきました。

5/29(月)から教育実習が始まりま
した。本校卒業生の兵庫県立大
学4年の田村宗太さんです。将来
的には地元で教員にという思いを
お持ちの先生です。最初の緊張
感あふれる授業からどれだけ成
長してもらえるか6月9日研究授業
までお世話になります。

６月の挨拶運動が行われました。
PTAからも参加していただき、今
回は養父地区の皆さんにお手伝
いいただきました。挨拶は１日の
始まりです。このような行事をもと
に普段から挨拶を大きな声で明る
くできるようにしていきたいもので
す。

                                    　6/6(火)朝日新聞津支社の取材
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（広部記者のボルダリング体験)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三重県立高校での全国募集検討
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 に先駆けた情報提供ということで、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 すでに全国募集を実施している本校
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 に取材に来られました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全国募集の良かった点や課題等を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 話しました。地域の要望に答える活
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 動をし、生徒育成を図ること、さらに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 は町の魅力発信に向けた取組みの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 継続等できることをしっかりと確実に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 していきたいと思います。

中高連絡会議があり、本校1年生
の昨年度の担任、学年の先生方
が1年生の様子を見に来られまし
た。熱心な先生方は、2年3年の授
業も参観され、成長した本校生を
見ていただきました。その後、現
在の様子等を中学校の先生方と
情報交換させていただきました。



6/7(水)
1年地域学入門

(アウトドアスポーツ系)柔道整復
師

6/10(土)
残酷マラソン前日準備

前日準備でテント張りとトンネルシャ
ワー制作に行きました。町あげてのイ
ベントをお手伝いします。

6/11(日)
みかた残酷マラソン

6/13(火)
国語探究時の面接指導

6/12(月)
修学旅行結団式

6/13(火)～16(金)
修学旅行

6/13から沖縄方面へ修学旅行に行きました。ひめゆりの塔、平和祈念公園での平和学習を経て、伊江島での民泊体験をしました。雨の中
ではありましたが､島親さんの暖かさに触れ貴重な体験ができました。3日目は美ら海水族館の見学とシーカヤック、シュノーケリングのマリ
ン体験をしました。最終日の国際通りでの買い物は雨にたたられましたが、充実した旅行ができました。

1年アウトドアスポーツ系地域学
入門の授業で柔道整復師の方に
来ていただき、腕と突き指の時の
包帯の巻き方、副木の当て方を
教わりました。包帯を折り返して
巻いたり、副木を当てて巻くのは
非常に難しいようですが、日常よ
くあることなので良い勉強になり
ました。

3年国語探究の授業で県内6校で
指導されている司会業の中田貴
子先生に面接のときに必要な、第
一印象のあげ方、立ち方、座り
方、礼の仕方について、そのポイ
ントを実践を交えて指導していた
だきました。面接直前の生徒もい
て、真剣に取り組んでいました。

残酷マラソン当日は本校生が大活躍。吹奏楽応援、演舞、ハイタッチ、ランナーアンケート、給水、チップ
はずしに加えそうめん、トマト、アイシング、ドリンク、完走Tシャツ渡し、記録証渡し、写真部の異装ラン
ナー撮影など本校の企画も取り入れられランナーの満足度をアップさせたと思います。

6月11日に行われるみかた残酷マ
ラソンの事前説明会があり、実行
委員長の久保井さん、小代地域
局の今西さんが来られました。
本校が全校生で関わり始めて3年
たち、本校生提案の給水ポイント
や応援方法が取り入れられ、ラン
ナーの間では評判になってきたよ
うです。本校生も走りながらの目
線を活かし、この大会の盛り上げ
に一役買っています。バスの乗車
や前日準備についての説明もし
ました。

平成29年度活動の記録　6月

6/8(木)
みかた残酷マラソン事前説明会
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6/17(土)
村岡芸能発表会

6/21(水)
冒険教育

6/21(水)
3年国語表現(読み聞かせ)

6/21(水)
1年地域学入門

(アウトドアスポーツ系)

6/21(水)
町議会傍聴

6/22(木)
「むらの風景」発刊

6/23(金)
リーダー研修会

6/28(水)
鳥取大学公開講座

6月28日(水)
鳥取大学にて地域学

6月29日(木)
学校運営連携協議会

生徒会が中心となり、リーダー研
修会を開催しました。各クラスの
委員に集まってもらい、村岡高校
をよくするためにというテーマで意
見を出し合いました。｢総学の範
囲を広げ、県外で活動する・学校
紹介ビデオや活動内容をＨＰに掲
載する・小中との活動を広げる・
挨拶運動を増やす」などの意見が
出ました。みんな真剣に考えてい
ます。実行に移せるようにしたい
です。

鳥取大学公開講座に2年地域創
造系の18名が参加してきました。
地域創りで話題の海士町町長の
山内氏の話を聞くことができまし
た。海士町の状況は非常に村岡
と似ているところがあるので、大
いに参考になると同時に町長の
心意気に生徒達も感動を覚えて
いました。｢元気、やる気、本気｣
そして本気度を上げることで覚悟
を持って取り組むことの重要性を
教えていただきました。

本校薬剤師谷明子さんが3年の
国語表現の授業で絵本の読み聞
かせ方について指導してください
ました。幼稚園児に読む場合は途
中で質問してくる生徒もいるがそ
れはさりげなく無視することなど想
定外のことも教えていただきまし
た。読み聞かせの手順など一般
的なことを教えていただく中で相
手のことを考えて表現することを
学びました。

7月31日に行われる香住JC主催
の高校生議会を迎えるに当たっ
て､議会答弁のイメージを持つた
め現在行われている町議会を傍
聴させていただきました。この成
果を活かし､香住高校との高校生
議会を盛り上げたいと思います。

本校55期生の卒業制作で作って
いた「むらの風景」の冊子が完成
しました。鳥取大学地域学部、香
美町の協力でまとめました。実際
には6/9に職員には配布されたの
ですが、24日に記者発表して広報
をします。できるだけ多くの方に見
ていただき、地域の良さ、村高生
の頑張りを多くの方に見ていただ
きたいと思います。

海士町町長の講演を聴いた後、
夏の宿泊研修の事前学習として
村岡の八幡山公園の造成の経緯
を聞きました。彫刻家の思いや造
成に携わった方の思い、そして市
民を巻き込んだランドスケープを
活かした地域作りの話を聞き、今
後の学習の進め方の参考になり
ました。

学校案内パンフレットができあが
りました。各中学校に配布すると
同時に、本日行なわれた学校運
営連携協議会でも配布しました。
会議では、通学方法や授業にお
ける公用車の獲得方法、及び人
口減に向けた下宿制度のご提案
をいただきました。2点についての
ご意見を伺うとともに本校の進む
べき道を確認させていただきまし
た。
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平成29年度活動の記録　6月・7月
本校民謡集団「蘇武」に出演依頼
があり、村岡芸能発表会のオープ
ニングに出演してきました。さらに
18日には福祉まつりにも出演。
引っ張りだこの演舞です。2年生
は修学旅行明けというハードスケ
ジュールにもかかわらず頑張って
くれました。

履正社医療スポーツ専門学校か
ら池尾理学療法学科長に来てい
ただき、身近な柔軟で筋力を鍛え
る方法を学びました。壁におしりと
かかとをつけての前屈やかかとを
つけたまま座ることなど足首の柔
軟性が要求される動きで理解を
深めました。

MFAメディックファーストエイドの
資格取得に向けたトレーニングを
とちのき村田中所長自らしていた
だきました。包帯の巻き方、止血
についての練習です。止血帯も市
民レベルでも使用可能になったら
しいのですが、三角巾やTシャツ
を止血する部位に巻き付けマジッ
クや短い棒で締め上げるように止
血する方法を学びました。



7/5(水)
救急法講習会

7/6(木)･7(金)
夏季球技大会

7/6(木)
1年地域学入門(地域創造系)

7/7(金)
第2回あいさつ運動

7/10(月)
あいさつ運動

7/10(月)
高校生議会ワークショップ

7/10(月)
1年地域学入門(地域創造系)

7/12(水)
総合的な学習の時間
(集落調査班・棚田班)

板仕野集落調査では区長さんの
話を聞き、棚田保全班は田の雑
草を引きました。

7/13(木)
町長講演会

7/15(土)
親子ボランティア

関宮、兎塚、村岡、射添、小代の5
地区で実施。草引き、施設内整
頓、清掃活動を実施しました。

兵庫県立村岡高等学校　　　　　　　　NO.6

平成29年度活動の記録　7月
球技大会、夏の部活動練習に向
けた救急法講習会を開催しまし
た。八鹿病院から3名の看護師の
方に来ていただき、熱中症対策、
AEDの使い方や胸骨圧迫の仕方
について説明を受け実技指導をし
ていただきました。みな真剣に聞
き、練習もできました。仲間の大
切さや一人ではできないこと､連
携することも含めて学びました。

考査終了後に2日間にわたり球技
大会が開催されました。1日目は
男子バスケット、女子ソフト2日目
は男子ソフト、女子バレーでした。
それぞれ男子バスケが3年2組、
女子ソフトが3年1組、男子ソフト
が3年2組、女子バレーが2年2組
が優勝しました。

1年地域創造系の地域学入門の
授業に鳥取大学から白石先生と
学生2名に来ていただき、「村岡を
知る」ということで良いところ、ない
もの、あれば良いものなどを出し
合い、地域を知るということについ
て意見を出し合いました。そのま
とめ方を先生と学生のアドバイス
を受けながら進めていくことがで
きました。

第2回のPTAによる挨拶運動が行
なわれました。今回は兎塚地区の
役員の方が来られました。生徒達
の登校も球技大会中だったので
比較的早く､元気に挨拶を交わし
ていました。

生徒会主催の挨拶運動を実施し
ました。今回は考査の関係でPTA
とは別日程で実施しました。朝か
ら気持ちの良い挨拶で1日のス
タートを切れました。

7/31開催の高校生議会に向けた
ワークショップを行ない、各方面
から助言をいただきました。テー
マを子育て、移住定住、観光、農
林水産に絞り、それぞれ地域のお
母さん、町、観光協会、地域起こ
し隊の方々に来ていただき、先日
の議会提案の際の話の中で納得
できなかった部分を詰めて、高校
生議会の際に質問をするための
元になる質問内容を作成しまし
た。

1年創造系の地域学授業におい
て豊岡市コウノトリ文化館から菅
村自然解説員に来ていただき、植
生についての講義を受けました。
気候と植生は一致するということ
からの発展した内容について学
習しました。

地域創造系の授業の一環で町長
講演会を実施しました。町長から
町の施策や取組みを説明してい
ただきました。質疑応答では各学
年から重要な施策について質問
をし、町長からは丁寧に答えてい
ただきました。中でも財政の話は
よく理解できました。鳥取大の多
田教授からはこの貴重な経験を
研究活動に活かして欲しいとの助
言がありました。



7/17(月)
瀞川渓谷整備活動

7/18(火)
柳本晶一スポーツ講演会

7/20(木)・21(金)
1年地域学入門(地域創造系)

水生生物について

7/20(木)
地域スポーツⅠ(ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ)

7/28(金)
地域スポーツⅡ
チャリンピック

7/28(金)
土曜チャレンジ学習事業

(サタチャレ)オリエンテーリング

7/15(土)
教育講演会・地域づくりサミットIN但馬

7/24(月)～26(水)
地域創造系研修合宿(山口・広島)

2年地域創造系研修合宿が山口
県宇部市ときわ公園、広島県広
島市現代美術館、広島市立大学
で行われました。ときわ公園で
は、公園設立に至った経緯や彫
刻展示、ビエンナーレ開催経緯そ
して公園のコンセプトを伺いまし
た。ビエンナーレ展示作品のお手
伝いもさせていただき作者の気持
ちを味わうことができました。広島
では、彫刻説明方法や大学教授
の説明を聞き、説明する際の視点
や資料について学びました。

村岡体育館にて教育講演会・地域
づくりサミットIN但馬を開催しまし
た。島根大名誉教授保母先生に地
域づくりの視点についての講演をい
ただき、その後出石高校、生野高
校、浜坂高校に本校を加えた4校の
各学校の地域連携の取組みについ
ての発表、その取組みの難しさや
良かった点など話し合いました。鳥
取大筒井先生の司会のもと、大学
生2名にもサポートしてもらい、とて
も有意義なサミットになりました。

地域創造系の有志で瀞川渓谷の
整備活動に出かけました。川を渡
りやすくしたり、枝を落としたり、倒
木を排除したりという活動を地域
の方としてきました。このコースを
利用して散策のイベントが行なわ
れるそうです。

柳本晶一元全日本女子バレー
ボール監督をお招きして講演会を
開催しました。村岡小学校、村岡
中学校の生徒にも案内し、話を聞
いていただきました。「人生負け勝
ち」というテーマでチームを再生す
るために必要なことやその考え方
などを教わりました。質問もたくさ
ん飛び交いましたが，非常にわか
りやすく回答していただきました。

7月20日終業式、表彰式の後、1
年地域学の授業で川の水生生物
について元教師の西田先生から
学びました。21日には地域小学生
と一緒に川へ水生生物を採りに
行き、本校生物室へ持ち帰り顕微
鏡等で調査研究をしました。

香美町教育委員会中村指導主事
からｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞの説明を受け、
実際に兎和野高原でやってみま
した。地図とコンパスを使ってポイ
ントを順に回っていき、そのタイム
を競うものです。村岡は2021関西
ワールドマスターズゲームズのオ
リエンテーリング会場となりますの
で、そういった意味においてもしっ
かりとやり方を学習しました。
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平成29年度活動の記録　7月

兎和野高原で3年生アウトドアス
ポーツ系生徒考案のイベントを実
施しました。地元小学生に参加し
ていただき、自転車によるオリエ
ンテーリングをしました。本校生も
小学生と一緒に楽しみイベント企
画の楽しさを味あわせていただき
ました。

地域の子供達が豊かで有意義な
土曜日を実現することを目的とし
た「土曜チャレンジ学習事業」に
協力し、チャリンピックと並行して
小学校低学年を対象にオリエン
テーリングを実施しました。タイム
を競うので、途中一緒に走ったり
して楽しんでもらいました。



7/30(日)
吹奏楽県予選

7/30(日)
瀞川散策会

7/31(月)
高校生議会参加

8/1(火)
地域スポーツⅠ

8/2(水)
集落調査班実習

8/4(金)
1年地域学入門(地域創造系)

8/15(火)
田中元校長詩集発行

8/21(月)
地域スポーツⅠ

(ナイター陸上補助員)

田中哲也第20代校長が詩集を発
行され、新聞に掲載されました。
先生の感性豊かな表現で引き込
まれる内容でした。校長室で閲覧
できるようにしています。

2年生地域スポーツⅠでナイター
陸上のお手伝いをしました。受
付、競技者係として選手の誘導及
び招集、記録係として記録のプリ
ントアウト、監察係として公正な審
判をお手伝いしました。ナイターで
の実施で、小学生もたくさん参加
していましたが、無事に終了しま
した。

鳥取大学筒井先生に担当してい
ただいている集落調査班の実習
がありました。昨年度のパンフ
レット等を参考に今年度の集落調
査のまとめを誰に読んでもらうか
などの視点から意見を出し合い冊
子の制作に入ります。
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平成29年度活動の記録　7月・8月

8/5(土)
オープンハイスクール

板仕野地区主催の瀞川散策会に
2年有志がナビゲーターとしてお
手伝いに行きました。小川を渡
り、到達した滝は水量も多く見応
えがあったそうです。参加者も本
校生も地元の違った景色を見るこ
とができ良い体験となりました。

香住ＪＣ主催の高校生議会に香
住高校生と参加してきました。町
の施策に高校生の視点で質問を
し、理解を深めると同時に町にも
実効性を問う企画です。本校生
は、若年層への魅力発信、子育
て支援、移住定住施策、森林有
効活用について町長、教育長に
質問しました。議会運営の仕方や
施策のあり方、実行の仕方など今
後の本校の活動に向けて大いに
参考になりました。

地域スポーツⅠの授業で鳥取大
学の関先生に来ていただき、兎和
野高原で簡単にトレーニングでき
るコースの作成のための下見を
行いました。地図を見ながら高低
差や地形を確認しました。

1年地域学の授業で海の生物を
見るため竹野方面へシュノーケリ
ングとカヌー体験の実習に行きま
した。絶好の天気のもと充実した
実習ができました。
8月5日オープンハイスクールを実
施しました。教頭先生の概要説明
に引続き、生徒会からの学校紹
介がありました。地域創造系とア
ウトドアスポーツ系の概要説明の
後、体験授業、部活動見学をして
もらいました。体験授業は、アウト
ドア、冒険教育、創造系、国、数、
英の６箇所で実施しましたが、中
学生は熱心に受講していました。
保護者も多数来られ、進路選択
の参考にしていただけたと思いま
す。

兵庫県吹奏楽コンクール但馬地
区大会が豊岡市民会館文化ホー
ルで行われました。3年生もここに
向けて気持ちを高めてきました。
高校生Ｓ部門に出演し、熱気あふ
れる館内に素晴らしい演奏を響
かせました。この部門での金賞は
いただきましたが、県大会出場は
ならず残念な結果になりました。
1.2年生がこの悔しさを来年は晴
らして欲しいです。



8/23(水)
地域スポーツⅠ大山視察

8/24(木)
1年地域学入門(地域の植生)

8/25(金)
土曜チャレンジ学習事業

(サタチャレ)シャワークライミング

8/26(土)
PTA模擬面接

8/26(土)
八幡山芸術祭

八幡山芸術祭に彫刻の説明や会
場準備、案内等お手伝いに行き
ました。

8/29(火)
1年地域学入門(地域創造系)

地域の地質

8/30(木)
総合的な学習の時間(地域福祉班)

鍛冶屋地区集落調査

9/1(金)
あいさつ運動･始業式

9/9(土)･10(日)
村高祭・文化祭

三木武之先生に来ていただき、地
域の地質について1時間の講義と
実地見学に出かけ説明していた
だきました。味取の俵石では、石
の説明を聞きました。石の種類は
世界共通で種類も限られていると
いうお話と山陰地方は玄武洞と神
鍋高原、味取、大山とこのような
玄武岩でできたものが点在してい
るという話が印象的でした。この
石をうまく広報して欲しいという思
いを伝えられました。

村高祭文化祭が開幕。各クラスの演劇、文化部展示、有志、生徒会、吹奏楽のステージなど見所が非
常に多く2日間の来場者は340名。PTAの皆さんには模擬店にも協力していただき、盛り上がりました。演
劇では3-1が最優秀、3-2と2-2が優秀作品となり経験を積むことでの成長を見せてくれました。

豊岡市コウノトリ文化館から菅村
自然解説員に来ていただき、地域
の植生について説明を受けまし
た。実際に瀞川渓谷を歩きながら
様々な植物について説明を聞き
ました。暑い中でしたが地域の植
物を知ることができました。

いよいよ2学期が始まります。朝
のスタートは挨拶運動からPTAの
方々にもご協力いただき、生徒会
を中心に挨拶運動をしました。大
掃除の後、2学期始業式、全校集
会を行いました。1週間後の村高
祭に向けて準備もラストスパート
です。

鍛冶屋地区の集落調査に行きま
した。いよいよまとめの段階に
入ってきて集落の話を伺うことが
できました。

地域スポーツⅠで取り組んでいる
トレーニングコースづくりの参考に
するため鳥取大学関先生と一緒
に大山スポーツ公園に行きまし
た。実際にスポーツ施設を見て回
りながらクロスカントリーコースも
走ったり、マウンテンバイクにも
乗ったりと施設の配置等を見てき
ました。午後からはウォーキング
コースを回り景色の良さを楽しみ
ました。こちらの方も参考になりま
した。

就職試験の面接に向けた実践練
習を行うためPTAの皆様にご協力
いただき、模擬面接を実施しまし
た。夏季休業中も練習してきたと
思うのですが、実際の面接試験さ
ながらの中で、厳しいチェックをい
ただいた生徒もいました。本番に
向けてさらなる練習をしていかね
ばなりません。
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平成29年度活動の記録　8月・9月

サタチャレシャワークライミングの
お手伝いに、本校スキー部有志と
アウトドアサークルで行ってきまし
た。参加した小学生17名の補助を
してきました。



9/11(月)
村高祭・体育祭

9/20(水)
冒険教育2.3年

9/20(水)
総合的な学習の時間地域福祉班

いそうっ子教室

9/21(木)
総合的な学習の時間

環境班・棚田

9/21(木)
総合的な学習の時間

食文化班

9/21(木)
総合的な学習の時間
環境班・森の健康診断

9/21(木)
総合的な学習の時間地域福祉班

集落調査班

9/21(木)
総合的な学習の時間

民芸班(紙漉き班)

9/22(金)
交通安全指導

9/22(金)
ダブルフル説明会

9/23(土)
ダブルフル前日受付

9月20日、21日と総合的な学習の
時間でそれぞれの班が村高
フォーラムに向けてまとめの時期
ともなる活動を頑張ってきました。
福祉班は､いそうっ子教室で自ら
の企画で児童との交流を図り、棚
田班は稲刈り、食文化班はクッ
キー作り、森の健康診断班は調
査、集落調査班は筒井先生の指
導の下まとめをしていきました。

9月22日から29日まで交通安全指
導を実施します。この日はバスの
マナー指導を含めPTAにも協力
いただき校門前、福西交差点で
行いました。生徒達は校門前の
大人数に驚きながらも普段通り登
校しました。

実行委員会から山根実行委員長
はじめ3名の方に来ていただき、
担当部署毎に説明を受け、打ち
合わせをしました。地域の大きな
イベントに関わることは生徒に
とって貴重な経験になるだけでな
く、地域のいろいろな人やラン
ナーを関わる良い機会となりま
す。早朝からのお手伝いとなりま
すが､頑張って最後までやり遂げ
て欲しいと思います。

村岡ダブルフルウルトラランニン
グ大会の前日受付にスキー部、
男女バレー部がお手伝いに行き
ました。2000人を超えるランナー
を相手に手際よく受け付け業務が
できました。また、この日行われた
歓迎祭では林本さんと小林さんが
司会を務めるなど大会の盛り上
げ及び準備に一役買いました。

総合的な学習の時間で、民芸班
演舞班と吹奏楽団はダブルフル
の沿道応援の練習をしました。ま
た民芸班の紙漉班は､すでにダブ
ルフルの表彰状制作が完了して
おり、射添小学校5年生4名と一緒
に和紙でのカード作りをしました。
小学生をうまくリードしていまし
た。

とちのき村に冒険教育の授業で
ツリーイングに行きました。所長
自ら説明していただき、生徒達は
3本の木に分かれて実習。ヘル
メット着用やロープの扱い方など
実際に声をかけていただきながら
昇降練習をしました。要領を覚え
るとかなりの高さまで上がること
ができていました。降りる際には
速さを調節しながら降りてきてい
ました。11月まで自分でセッティン
グして、指導できるよう実習しま
す。
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平成29年度活動の記録　9月

村高祭3日目は体育祭です。文化祭の疲れも見せずグランドで力を発揮し､クラス対抗は2年1組が優
勝。デコレーションは3年1組、クラス対抗リレーは2年1組がそれぞれ優勝しました。フォークダンスでは
保護者にも参加してもらい地域保護者一体となった学校祭が無事終了しました。



9/24(日)
村岡ダブルフルウルトラ

ランニング大会

9/27(水)
冒険教育(ツリーイング講習)

9/27(水)
1年地域学入門(地域創造系)

古代村岡の歴史

9/27(水)
総合的な学習の時間

地域福祉班(いそうの花訪問)

10/2(月)
あいさつ運動

10/4(水)
3年選択スピーチの授業

10/5(木)
秋季クロスカントリー大会

10/7(土)
村高フォーラム2017

秋季クロスカントリー大会が絶好
の天気のもと行われました。男子
は2年森岡岳君、女子は2年井端
実優さんがそれぞれ初優勝しまし
た。途中棄権3名、完走者は170
名でした。

村高フォーラムを開催しました。317名(職員生徒含む)の方に来ていただき、総合的な学習の時間の実践発表、ポス
ターセッションを行い、兵庫県理事柳瀬氏の講演の後、討論会を実施しました。ふるさと教育について地元小中学校
長、教育委員会、ＯＧ，本校生、大学生といった立場の違う視点で有意義な討論ができました。

3年選択のスピーチの授業でＮＰ
Ｏ法人花咲Ｇ３の王地さんに来て
いただき、ご指導いただきました。
一人一人の夢について話し、班
全員でディスカッションするという
内容です。多くの目で見てもらうこ
とで、説明する内容の検討や説明
方法について学ぶことができまし
た。

前回の実習ではツリーイングの体
験だけでしたが、本日はロープの
結び方、ロープのかけ方、体への
くくり方など資格取得に向けた
ロープワークについて実践しまし
た。実際にロープを結ぶ際の幾種
類かの結び方やロープをどのよう
に体にくくるか､また高いところに
ロープをどのようにかけるかなど
を指導していただきました。本日
も、とちのき村の田中所長に講習
していただきました。

地域福祉班4名で射添小学校の
児童と一緒にデイサービスいそう
の花に行き、高齢者の方々と交
流を持ちました。小学生や高校生
が来られると大変喜んでいただ
き、ゲームなどを一緒にしました。

兵庫県立村岡高等学校　　　　　　　　NO.11

平成29年度活動の記録　9月・10月

1年地域創造系の地域学入門の
授業に香美町教育委員会から石
松氏に来ていただき、古代村岡の
歴史について学びました。あいに
くの雨であったため校外の実習予
定が校内に変わり、縄文土器、須
恵器、土師器と時代の流れを追
いかけながら説明していただきま
した。

今日から10月。衣替えです。そし
て、生徒会を中心にPTAの皆さん
にもご協力いただき、10月の挨拶
運動を実施しました。今日は、地
域見守り隊の方も遅くまで残って
くださり、一緒にさせていただきま
した。雨の中ではありましたが、
無事終了しました。

朝5時にスタート。本校生は6時40分からエイドに出向き、8時からソーランでの応援、9時から小学校で準
備をお手伝いしました。多くのランナーが帰ってくる15時以降は、ゴール地点でランナーを出迎えました。
吹奏楽による応援や小中学校体育館で見えないところでの手荷物係としても大会を支えました。



10/11(水)
ふれあい育児

3年選択授業でふれあい育児体
験を実施。村岡幼稚園園児11名
とゲームをして遊びました。

10/11(水)
冒険教育(ラペリング)

体育館でとちのき村田中所長の
指導でラペリング(懸垂下降)の基
礎練習を実施しました。

10/12(木)
地域探求Ⅱふるさと教育実践

兎塚小学校でものしり博士と一緒
に但馬牛について説明しました。
楽しく授業できました。

10/12(木)
1年職業別説明会

10/20(金)
情報モラル講演会

10/21(土)
県高校駅伝但馬地区予選

男子は22年ぶりの3位、女子は3
年連続の3位に入賞。県大会出場
ならずも大健闘。

10/25(水)
総合的な学習の時間

地域福祉班(射添子供教室）

射添小学校で子供教室を開催
し、小学生と交流しました。 10/25(水)

冒険教育(クライミングウォール)

とちのき村にクライミングウォール
の実習に行きました。ロープをつ
けてペアで練習しました。

10/27(金)
後期生徒会選挙

10/31(火)
保健教育講演会

保健教育講演会に淀川キリスト
教病院の柏木哲夫理事長を講師
にお招きし、｢いのちを考える｣と
いうテーマで講演していただきま
した。香美町にも広報でご協力い
ただき、地域の方々も20名ほど来
られ講演を聴かれました。｢いの
ち｣と｢生命｣の違いや｢魂｣と｢心｣
の違いなど精神的な部分からの
アプローチで、可変的な心が不変
的な魂を支えるので、心を育てる
のが大事だということを伝えられ
ました。

1年生の職業別説明会を開催しま
した。大学、短大、専門学校、自
衛隊などの20団体が説明に来ら
れ、まだ進路の考えもおぼつかな
い生徒も多い中、真剣に説明して
いただきました。生徒達も必死に
聞いており職業について少し意識
することができたのではないかと
思います。

LINE株式会社釜谷拓馬さんに来
ていただき、情報モラル講演会を
実施しました。自分と相手の違い
を理解することが楽しいコミュニ
ケーションにつながるということを
実際のボールを使ったキャッチ
ボールやスタンプのとらえ方の生
徒の感じ方の差などを通して説明
されました。非常にわかりやすく
生徒が意見交換する場を持つな
ど良い雰囲気で相手を理解すると
いうことが伝わったと思います。
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平成29年度活動の記録　10月

後期生徒会選挙にあたり、立ち会
い演説が行われました。生徒会
長には2名の立候補があったため
決選投票に、副会長、監察委員
長は信任投票になりました。結
果、2年2組藤井陸矢君が生徒会
長に、2年1組小林笑果さん、1年2
組毛戸浩雅君が副会長に、2年1
組井端実優さんが監察委員長に
選出されました。思いを持った取
組みに期待します。



11/2(木)
生徒会後期役員認証式

11/4(土)
但馬牛ゆったりウォークボランティア

11/6(月)
あいさつ運動・オープンスクール

11/7(火)
防災避難訓練

防災避難訓練を実施。5分で避難
できました。美方広域消防から指
導に来ていただきました。

11/8(水)
冒険教育(ラペリング)

11/8(水)
総合的な学習の時間

地域福祉班(射添子供教室）

11/8(水)
1年地域学入門(地域創造系)

11/9(木)
山西会長来校

11/10(金)
NHK取材

NHKの取材があり、授業風景から
ラペリング実習まで撮影されまし
た。放送を楽しみにしています。

11/11(土)
第2回オープンハイスクール

今回は特色類型のみの説明を生
徒会中心に行いました。ボルダリ
ングも体験してもらいました。

先日の後期生徒会選挙の結果選
ばれた役員と書記の認証式が行
われました。1年生も加わり、新鮮
なスタートです。後期は特に大き
な行事もないので、しっかりと充
電しつつ次年度の大きな行事に
向けて活発な意見交換をして欲し
い旨の激励を校長がしました。

冒険教育の授業でラペリングを実
施。3年生が補助について2年生
が昨年に引続きラペリングの実習
を行いました。3年生は次回1年生
への指導をすることになっており
そのリハーサルとしての位置づけ
です。NHK神戸放送局から取材に
来られ、次回とあわせて放送をし
ていただけることになりました。長
楽寺の橋の上からの懸垂下降に
緊張感漂う授業展開でした。

月初め恒例のあいさつ運動を実
施。PTAの方々と一緒に校門前、
交差点で新しい生徒会メンバーで
行いました。また、この日からオー
プンスクールが始まり、地域の
方々、保護者など一般の方々に
本校の授業風景等を見ていただ
きます。

射添子ども教室に出かけました。
室内でのゲーム、体育館での
ゲームについて説明を加えながら
一緒に楽しみました。子供達の視
線や期待を感じることができる時
間です。

但馬牛ゆったりウォークのボラン
ティアに2年アウトドアスポーツ
系、スキー部、男女バレー部、写
真部、吹奏楽部でいってきまし
た。雨の中ではありましたが、ス
タート、ゴール会場での受付、
ソーラン演舞、完走庄景品渡し、
さらにはウォーク同行等のお手伝
いをしました。

日本オリエンテーリング協会山西
哲朗会長と兵庫県オリエンテーリ
ング協会尾上俊雄会長が、オリエ
ンテーリング普及と関西ワールド
マスターズゲームズの機運情勢
をかねて本校を来校されました。
本校ではすでに授業では取り入
れているのですが、今後関わりを
持っていただけることでさらなる発
展が期待できそうです。
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平成29年度活動の記録　10月・11月

1年地域創造系地域学入門の授
業で柤岡講演会に参加しました。
｢ふるさとの心を結ぶ民俗芸能－
柤岡の芸踊りの魅力と可能性－｣
というテーマで森隆男氏が講演さ
れました。一般の方も多数来られ
ており貴重なお話を聞くことがで
きました。



11/15(水)
2年フードデザインの授業

11/15(水)
冒険教育(ロッククライミング)

ロッククライミング実習に行きまし
た。とちの木村の指導員の指導
のもと協力して頑張りました。

11/15(水)
総合的な学習の時間

地域福祉班・射添子ども教室

11/17(金)
冒険教育(ロッククライミング)

11/20(月)
山々の初冠雪

11/20(月)
1年コミュニケーション英語Ⅰ

11/24(金)
鳥取大筒井先生による

職員研修会

地域の方を交えて高大地域連携
のあり方について鳥取大筒井先
生に講演をいただきました。

11月29日(水)
玄関の冬支度

11/29(木)
冒険教育(ツリーイング)

12/6(火)
いよいよ冬到来

本校近くにあるマロニエからパ
ティシエの松岡さんに来ていただ
き、ガトーショコラ、クッキー作りを
しました。皆真剣にチョコレートの
粉末を混ぜたり、クッキー生地を
こねたりして指示通りに作ること
ができました。とてもおいしかった
です。

地域福祉班が射添子ども教室に
行きました。毎回メンバーが知恵
を出し合いゲームや交流内容を
考え、子供達と一緒に楽しい時間
を過ごしています。
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平成29年度活動の記録　11月・12月

1年コミュニケーション英語Ⅰの授
業で暗唱スピーチを実施。皆で評
価をしました。暗記、発音、声量、
表現の4つをそれぞれ良くできた､
普通、あまりできていないの3段
階で評価し合いました。英語での
スピーチ練習を通して表現力を学
んでいきます。

今年度の初冠雪を観測。紅葉で
彩られた山々に初雪が降り、さら
なる彩りを加えています。いよい
よ村岡にも本格的な冬がやってき
ました。

11月下旬になり本格的な冬支度
が始まりました。玄関前の雪を横
に飛ばすために木々に雪囲いを
厳重にしていきます。校務員さん
が一つ一つ丁寧にしてくださいま
した。また教室には煙突付きのス
トーブが入りすでに稼働していま
す。いよいよ冬の到来です。

冒険教育でツリーイング実習をし
ました。とちのき村にすでに雪が
積もっているため場所を御殿山公
園に移して実施しました。
11/22(木)と2週続けての実習で感
覚を養いました。

グランドに雪が積もりました。道路
も水が出て雪を溶かしていまし
た。本校も校門からの上り坂で水
が出ており、生徒達もその水をよ
けながら登校しました。球技大会
前で種目の変更もありそうです。

今回のロック

クライミング

は1年生対象

で3年生が補

助に入りまし

た。真剣に説

明を聞き3年

生の指導の

もと頑張りま

した。



12/6(水)
1年地域学入門地域創造系

12/7(木)
校内球技大会

12/7(木)
1年地域学入門地域創造系

12/8(金)
ALTジェニファー兎塚小で授業

12/11(月)
あいさつ運動

12/11(月)
1年人権HR(手話講座）

12/11(月)
地域探求Ⅰ(2年地域創造系)

12/11(月)
地域スポーツⅠ

(2年アウトドアスポーツ系)

12/13(水)
総合的な学習の時間

地域福祉班(射添クリスマス会)

12/14(木)
1年地域学入門

(アウトドアスポーツ系)栄養学

本校地域福祉班が射添子ども教
室に行き、今年最後の行事である
クリスマス会をしました。一緒に歌
を歌ったり、プレゼントを配ったり
しました。

1年アウトドアスポーツ系の地域
学入門の授業で栄養士の飯田み
つ子さんに来ていただき、栄養摂
取について栄養学､心理学からの
アプローチで講義をしていただき
ました。スポーツにつながる分野
で重要な話を聞くことができまし
た。

1年地域創造系地域学入門の授
業で県立大横山先生から獣被害
と対策について講義を受けまし
た。獣(主に熊)に偶然出会ったと
きの私たちの行動の仕方とその
理由、被害を未然に防止するた
めに町中に現れたときには必ず
役所に連絡することなど多くのこ
とを知ることができました。

平成29年度活動の記録　12月

女子がバスケット、男子がグランド
コンディションの関係でサッカーか
ら卓球になりましたが、元気に実
施できました。優勝は女子が3年1
組、男子が3年2組でした。

本校のALTジェニファー先生が兎
塚小学校で英語の授業を担当し
ました。兎塚小学校からの依頼
で、クリスマスにちなんだ内容で
英語を楽しく教えました。

人権HRで但馬聴覚障害者セン
ター所長小林泉氏と手話通訳濱
名孝枝さんに来ていただき、配布
された｢聴覚障害の基礎知識｣と
いうテキストをもとに講演をいただ
きました。聴覚障害者の生活とい
うDVDを見て、聴覚障害の不自由
さについて理解が進んだように思
いました。（12月13日には2年人権
ＨＲでもお話しいただきました。）

生徒会を中心に恒例のあいさつ
運動を実施しました。いよいよ雪
景色となり寒い中ではありました
が、元気に声をかけることができ
ました。
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期末考査後1年地域創造系地域
学入門の授業で鳥取大学大石先
生に来ていただき、次年度のテー
マ設定に向けた講義がありまし
た。企業が消費者に与えるものと
いうことでマクドナルドやスター
バックスを例に売っている商品以
外に提供しているものを考えると
いう授業でした。ワークショップに
よりいろいろな意見が出てお互い
に考えを深めることができました。

2年アウトドアスポーツ系の地域ス
ポーツⅠの授業で鳥取大学関先
生のご指導のもと、ランニング
コース作りに関する予備的な知識
と考え方について講義がありまし
た。ランニングの質によってコース
作りの考え方も変わるということを
説明されました。

2年地域創造系の地域探求Ⅰの
授業で、最初は八幡山公園の古
墳についての話を町職員の石松
氏にしていただきました。その後
鳥取大学ギンナン先生の指導の
もと、八幡山公園のマップ・ガイド
ブック作りに関する作業の手順に
ついて話がありました。日本語と
英語の説明を加えるということで
作業も本格化してきています。



12/15(金)
1年進路フィールドワーク

12/19(火)
出石特別支援学校みかた校

との交流会

12/20(水)
スピーチの授業

12/22(金)
2学期終業式

1/7(日)
香美町成人式お手伝い

1/9(火)
あいさつ運動

1/9(火)
始業式・全校集会

1/9(火)
県高校総体スキー競技

開会式

1/11(木)
スキー県総体男女優勝

1/12(金)
日本海新聞に掲載

1年生が自分の進路希望からアサヒ
飲料､兵庫大学、ハーベスト医療福祉
専門学校、みかしほ学園に分れて見
学に行き、最後は神戸国際展示場で
進路学習を行いました。

卒業を前にスピーチの授業でそ
れぞれの思いを語ることになりま
した。4回の授業に分けて一人が5
分で話をします。今日は5名がそ
れぞれの夢や高校時代に学んだ
ことというテーマで話をしました。
皆、非常に思いのこもった内容で
した。

香美町成人式に受付係として3年
2名が、司会者として2年生2名が
お手伝いに行きました。華やかな
成人式に参加できたことで貴重な
経験をさせていただきましたが､無
事重責を果たすことができまし
た。

2年山根宇宙君が撮影した写真
が掲載されました。「冷や汗」とい
うテーマで、太陽の降り注ぐ中作
成した小さな雪だるまが溶けてい
く様を表した写真です。アングル、
テーマ共に気持ちをほっこりさせ
る内容でした。

出石特別支援学校みかた校の生
徒達との交流を図るため本校小
体育館で吹奏楽部が中心となっ
て演奏会をしました。「銀河鉄道
999」の曲で始まり、吹奏楽部員
が制作したタンバリンを手渡し、
一緒にたたいて歌ったり、みかた
校の学習発表会で歌われた歌を
一緒に歌ったりして楽しいひととき
を過ごしました。

2学期が終了しました。終業式の
校長式辞では「当たり前の生活が
できていることにどれだけの人が
関わっているかを感じる冬休みに
して欲しい。そして新鮮な気持ち
で3学期を迎えよう。」ということを
話されました。その後表彰伝達、
地域おこし隊としてお世話になっ
た岡崎さんの挨拶がありました。

始業式の前にあいさつ運動を実
施しました。看板もリニューアル
し、新たな気持ちで取り組みまし
た。幸い本日は雪もなく比較的穏
やかでした。

3年ぶりに地元で開催されること
になった県高校総体スキー競技
開会式に､本校スキー部が参加し
ました。平成26年度優勝校として
優勝杯を返還しました。過去2年
は雪不足のため中止となっていた
だけに地元開催は喜びもひとしお
です。クロスカントリー競技がおじ
ろスキー場、アルペン競技が氷ノ
山国際スキー場と分離開催となり
ます。多くの方々の協力に感謝し
て持てる力を発揮して欲しいで
す。
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平成29年度活動の記録　12月・1月

県高校総体スキー競技が、おじろ
スキー場、氷ノ山国際スキー場で
全日程を終了し、本校が男女とも
に総合優勝を果たしました。男子
は29連覇、女子は10連覇達成と
いうことは勿論ですが、県大会の
実施が3年ぶりということもあり3
年生にとっては最初で最後の県
大会、有終の美を飾ってくれまし
た。この後も大会は続きますが、
持てる力を発揮し頑張ってくれる
ことでしょう。

3学期始業式を行いました。校長
が明石家さんまさんの名言を紹
介し、1日1日を大事にすることや
継続することの大切さについて話
をされました。
その後生徒集会で､服装･頭髪検
査を行いました。



1/13(土)
センター試験激励

1/16(火)
1年スキー実習1日目

絶好のコンディションのもと、ス
キー実習が始まりました。明日の
検定に向けて頑張ります。

1/17(水)
1年スキー実習2日目

検定を午前に実施、午後はその
技術を活かし実習成果を確認しま
した。満足度は高かったです。

1/17(水)
総合的な学習の時間

地域福祉班(射添子供教室）

1/19(金)
２年アウトドアスポーツ系

アウトドアスポーツⅠ

1/20(土)
高校生魅力･特色づくり発表会

1/22(月)・23(火)
近畿高校スキー選手権

1/23(火)
1年地域創造系地域学入門

1/26(金)
地域創造ハイスクールサミット

2018in北栄

平成29年度活動の記録　1月

兵庫県立村岡高等学校　　　　　　　　NO.17

射添子供教室に行き、子供達と
一緒に交流してきました。子供達
も慣れてきており、体育館での
ボール遊びや鬼ごっこをはじめ、
折り紙など一緒に楽しみました。

鳥取中央育英高校が主催する地
域創造ハイスクールサミット
2018in北栄に参加して、本校の探
究活動の報告をしてきました。石
破元地域創生担当大臣の講演を
聴いたり、グループワークで意見
交換をしたりして今自分たちが取
り組んでいる内容の進め方や方
向について参考になることを感じ
てきました。岡山県、島根県、鳥
取県と様々な高校の取組みを知
ることができ貴重な経験となりまし
た。

1月13日14日両日にわたり豊岡高
校を会場としてセンター試験が行
われ、本校から11名の3年生が受
験しました。校門前で第3学年学
年団の先生方や廣地進路指導部
長、高橋先生が生徒を激励しまし
た。

高校生魅力･特色づくり発表会に
但馬地区代表としてポスターセッ
ションに参加してきました。むーた
んも参加し会場の盛り上げに一
役買いました。(おーたんはインフ
ルエンザと紹介)2年生3名が本校
の特色である地域創造類型の内
容をうまく説明しました。会場は一
般客も多く良い会場で各校の取
組みも参考にでき貴重な経験が
できました。

２年アウトドアスポーツ系アウトド
アスポーツⅠの授業でスキー･ス
ノーボード実習に神鍋高原スキー
場へ行きました。インストラクター
の指導の下、実習を楽しみまし
た。この週の暖かさの影響で雪解
けが進み滑りにくかったと思いま
すが頑張りました。

神鍋高原スキー場、ゴルフ場にて近畿高校スキー選手権が開催され、男子が6年ぶりの総合優勝､女子
は総合4位に入りました。個人種目でも明保能君と増田さんがアルペン大回転で優勝､クロスカントリーで
は森岡君が2位､西垣君が3位､リレーが2位に入るなど大健闘しました。

1年地域創造系地域学入門の授
業で森野元校長をお招きし、1年
間のまとめとして各班でのプレゼ
ンを行いました。自分たちが学習
した内容の振り返りを発表しまし
た。このような経験をもとに2年生
に向け内容を発展させていきま
す。



1/29(月)･30(火)
体育授業グランドでスキー

1/30(火)
スキー部OB会スキー部全国イン

ターハイ出場激励

1/31(水)
2年アウトドアスポーツ系

地域スポーツⅠ

1/31(水)
総合的な学習の時間

地域福祉班(射添子供教室）

2/1(木)
1.2年進路説明会

2/5(月)
2月のあいさつ運動

2/6(火)
地域探求Ⅱ(3年地域創造系)

鳥取大学武田先生

2/7(水)
地域スポーツⅠ

(2年アウトドアスポーツ系)

2/7(水)
総合的な学習の時間

地域福祉班(射添子供教室）

2/11(日)
ホワイトコンサート

それぞれの学年に応じた形での
進路説明会を開催しました。
Benesseコーポレーションから山
根さんに来ていただき、志望理由
書の書き方や進路決定に至るま
での話をしてただきました。非常
にわかりやすく良く理解できまし
た。

2月のあいさつ運動を実施しまし
た。この日は朝からの雪で、メン
バーも揃いにくかったのですが、
頑張りました。その後警報が出た
ため休校になりました。

鳥取大学の武田先生に来ていた
だき、地域探求Ⅱの授業でまとめ
をしました。３年生は家庭学習期
間となっていますが、この最後の
授業のため登校をし、振り返りを
しながらグループワークでまとめ
をしました。

地域スポーツⅠの授業で、鳥取
大学、関先生に来ていただき、兎
和野高原でのトレーニングコース
作りを指導していただきました。オ
リエンテーリングの「走る」という
意味から始まり、コース設定の
テーマや対象をどうするかで距離
や勾配の利用も変わるということ
から各班でコースを作り、発表し
ました。

1年間活動してきた地域福祉班の
射添子供教室ですが､この日が最
終日となりました。子供達から色
紙をもらい、生徒達はこの活動の
感想を述べて最後の時間を楽し
みました。

スキー部OB会が全国大会出場を
決めたスキー部員の激励に訪
れ、激励金を手渡されました。明
日から長期遠征に出発します。3
年生は最後の全国大会になりま
す。「悔いのないよう頑張ってきま
す」という西垣主将の挨拶通り、
頑張ってきて欲しいです。

恒例の射添子供教室に地域福祉
班の生徒が交流に行きました。毎
回ゲームやボール遊びなど工夫
を凝らして小学生達と交流を図っ
ています。

体育の授業をグランドでしていま
すが、例年この時期にはグランド
での積雪が多いためクロスカント
リー用のスキーで実習をしていま
す。1列に並んで走行練習です。

2年アウトドアスポーツ系地域ス
ポーツⅠの授業で教育委員会か
ら田中主幹に来ていただき、オリ
エンテーリングについての講習を
受けました。24日の授業が警報で
なくなったので、今回が最初となり
競技の歴史などについて学び、最
後には簡単なテストも実施しまし
た。
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平成29年度活動の記録　1月～2月

本校吹奏楽部が関宮小学校金管
バンド発表会に招待され、関宮中
学校吹奏楽部と共に演奏会を盛
り上げてきました。単独演奏だけ
でなく、合同演奏もありとても楽し
く、小中学生と一緒で刺激のある
時間を過ごすことができました。



2/13(火)
2年地域探求Ⅰ(地域創造系)

鳥取大学ギンナン先生

2/13(火)
1年地域学入門(地域創造系)

鳥取大学白石先生

2/15(木)
特色選抜入試

2/20(火)
日本海新聞掲載

2/20(火)
特色選抜合格発表

2/21(水)
地域スポーツⅠ

(2年アウトドアスポーツ系)

2/28(水)～
グランドの雪解け始まる

3/2(金)
卒業生同窓会入会式

3/2(金)
「あららぎ賞」授賞式

3/3(土)
第56回卒業式

特色選抜入試の合格発表を行い
ました。２４名の生徒が地域アウト
ドアスポーツ類型に所属し、４月
から１年生として入学してきます。
いよいよ来年度に向けての準備
を加速していきます。
(ＨＰ上でも１４時から１５時の間掲
載しました。)

本校ＡＬＴジェニファー先生が出石
特別支援みかた校で中学部8名を
対象に英語の授業を行いました。
アメリカの地名や有名人の紹介、
童謡を歌うなどみかた校中学部
生徒も英語の授業を楽しんで参
加してもらえました。

地域スポーツⅠの授業で南垣強
さんに来ていただき、2年前の卒
業生が作成した香美ウォーキング
マップを利用したイベント計画の
立案に向けたグループワークを指
導していただきました。次年度の
夏季休業中に実施を予定してい
ますが、その前段階として各グ
ループで考えたイベントコース計
画案を発表し合いました。

３年生が久しぶりに登校し、卒業
式に向けての準備をしました。そ
の中で明倫会(本校同窓会)への
入会式を行いました。西村同窓会
長が来られて、３年生にお祝いの
言葉を述べられました。

全学年での卒業式予行の後、3年
生スキー部の表彰伝達を行い、
引続き学校賞「あららぎ賞」の表
彰を行いました。生徒会活動部
門・皆勤部門で今井敦史君、生徒
会部門で澤田海大君、部活動部
門で増田菜々子さんが受賞しまし
た。

第56回卒業証書授与式が行われ
ました。上田良介兵庫県議会議
員はじめ17名のご来賓のご臨席
で、華やかに挙行することができ
ました。粛々と式は進み最後の答
辞では保護者への感謝の気持ち
が述べられ、素晴しい式となりま
した。

低温の影響で寒いと思われてい
た今年の冬ですが、ここ数日の暖
かさで一気に学校周辺の雪解け
が進み、グランドの雪も解け始め
ました。校舎屋上に積もった雪も
解け始め、水路や近くの川も雪解
けの水が流れ、かなりの量になっ
てきました。このまま暖かくなって
くれればよいのですが・・・。

鳥取大学ギンナン先生ご指導の
もと進めてきた地域探求Ⅰです
が、八幡山公園についての取組
みを振り返り、まとめを行いまし
た。パンフレット製作もいよいよ仕
上げです。

鳥取大学白石先生のご指導のも
と、2年生の地域探求Ⅰで取り組
むテーマを決めていくために1年
間の学習のまとめを行いました。

平成30年度特色選抜入試が実施
されました。本校希望生徒は24
名。第5学区外からは5名の生徒
が受検。県外からの受検はなく、
人数も例年より少ない状況です
が、それぞれが志を持って受検し
てくれたと思います。合格発表は2
月20日です。
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平成29年度活動の記録　2月～3月



3/4(日)
日本海新聞掲載(卒業式)

3/5(月)
あいさつ運動

3/6(火)
校長室で卒業証書授与

3/7(水)
全但高校美術連盟展

連盟賞受賞

3/8(木)
総合的な学習の時間発表会

3/8(木)
学校運営連携協議会

3/12(月)
入学者選抜学力検査実施

3/15(木)
1年進路説明会

3/16(金)
グローバルシェイパーズ

コミュニティ大阪ハブ出前授業

総合的な学習の時間取り組んできた内容を発表しました。民芸班(演舞)、紙漉班、環境班A(棚田保全)、
環境班B(森の健康診断)、吹奏楽班、食文化班、地域福祉班、集落調査班の8つのグループの活動報告
をはじめ次年度に向けた課題などを発表し、鳥取大学山根先生に助言をいただきました。

3月3日の卒業式で、体調不良で
欠席を余儀なくされた卒業生が回
復したので、一人だけではありま
すが、校長室で卒業証書を手渡し
てもらいました。晴れて57名が巣
立っていきました。

1年1組水間美花さんが全但高校
美術連盟展において連盟賞を受
賞し、2/9～3/7まで円山川公苑
美術館において展示されました。
名前入りの立派な楯をいただきま
した。

3/8には、学校保健委員会、学校
運営連携協議会・学校評議員会
が開催されました。学校保健委員
会では､養護教諭から本校の取組
みについての報告に対して、校医
の先生方から貴重なご意見をい
ただきました。学校運営連携協議
会・学校評議員会では委員の皆
様から本校の取組みについて質
問やご意見を受け、貴重な時間を
持つことができました。いただいた
ご意見を今後の学校運営に活か
していきます。

3/12平成30年度入学者選抜学力
検査が実施されました。本校受検
者は29名。3/11を登校日として準
備をして、備えました。欠席者もな
く、無事終了。合格発表は3/19で
す。

1年ＬＨＲを利用して進路説明会を
実施しました。今年度の進路状況
説明から進路をどのように考え準
備していくかを進路指導部から説
明していただきました。今やらな
ければならないこととして、学習
は勿論ですが、基本的な生活態
度を見直すこと、主体的に行動す
ること、協調性を養うことの3ポイ
ントを挙げられました。

2年生対象に進学と将来への展
望について、コミュニティデザイ
ナーの渡辺直樹さん、京都大学
大学院生の山東晃大さんに来て
いただき、ワークショップを開きま
した。地域おこしにつながるデザ
インの仕方、地域経済につながる
地熱発電の応用などの話をして
いただき、3年生を迎えるにあたっ
てのイメージづくりに役立ちまし
た。

今年度最後のあいさつ運動を実
施しました。この時期にしては珍
しいあいにくの雨模様でしたが、
早朝から生徒会がポイントに立っ
て挨拶していきました。次年度も
続けていきます。
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平成29年度活動の記録　3月
本校卒業式の様子が日本海新聞
に掲載されました。式辞、送辞、
答辞を上手くまとめて掲載してい
ただきました。57名の卒業生が巣
立っていきました。



3/19(月)
1年薬物乱用防止講演会

3/19(月)
2年進路説明会

3/20(火)
平成29年度生徒総会

3/20(火)
湯舟川コンサート準備

3/21(水)
湯舟川コンサート

3/23(金)
3学期終業式・表彰伝達

3/23(金)
合格者説明会

平成29年度も数多くの活動を行いました。今年度も地域に働きかけ、地域に学んだ1年でした。地域アウトドアス
ポーツ類型も4年目を迎え、村高発地域元気化プロジェクトも定着してきました。地域創生は、長いスパンでの活
動の継続によりなされるものなので、今の取組みを形にし、継続し、さらに次の一歩を踏み出す努力をしていかな
くてはなりません。香美町、鳥取大学、地域の方々のご協力により現在の活動が進められているのですが、こうし
て記録を見てみると、改めて多くの方々からご支援をいただいていることを実感します。そしてそのご支援に応え
ていくためにも、本校の教育活動をさらに進め、次の一歩を踏み出していかなくてはなりません。平成30年度に向
け準備を進め、「地域に学び、地域と協働する、地域になくてはならない学校」を目指し､今後も歩みを進めて行き
たいと思います。今後ともご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

1年生対象で本校薬剤師の谷先
生に薬物についての講演をしてい
ただきました。身近な問題として
考えることができたように思いま
す。人ごとではなく「絶対ダメ」とい
う気持ちを強く持つことが大切だ
と感じたようです。

日本学生支援機構から中村さんに
来ていただき、進学資金としての奨
学金のあり方やライフプランニング
としてどのように奨学金を利用すべ
きかなど、現在の奨学金のあり方に
ついての話を聞きました。公務員試
験に向けての勉強法や日程等につ
いては大原学園大阪校から柿野さ
んに、また、就職に関してはハロー
ワーク豊岡から松村さんに来ていた
だき、高卒求人の流れや企業の求
める人材についての話を聞きまし
た。

平成29年度生徒総会を行い、生
徒会から今年度の生徒会活動、
生徒会決算報告がされました。さ
らに平成30年度生徒会活動活動
計画と予算案も審議され承認され
ました。

3/21村岡体育館で開催される湯
舟川コンサートの準備を生徒会、
運動部、文化部でしました。地域
の皆様と地元中学生の協力を得
て、本校吹奏楽部を中心に民芸
班、書道部のパフォーマンスもあ
わせて発表をします。
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3学期終業式では校長が新年度
に向け何かやることを決めてくる
ことと素直な気持ちで挨拶するこ
とを話されました。その後表彰伝
達をしました。

2月に行われた特色選抜入試、3
月に行われた複数志願選抜入試
による合格者の説明会を行いまし
た。学校概要説明や提出書類、
制服等の購入に関する説明会で
す。合格者は緊張の面持ちで説
明を聞いていました。いよいよ30
年度に向けて動き出します。

書道部、南中ソーランのオープニングに続き、村岡民踊サークルの皆さんの舞踊、村岡中学校吹奏楽部
の演奏と地域一帯となったコンサート。村岡高校吹奏楽部も演歌メドレーやサザエさん、千と千尋の神隠
しなどなじみのある曲を演奏。来場者にも喜んでいただき、大成功に終わりました。


