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中高吹奏楽部による合同演奏
素敵な音色が響きました

矢 高 祭11/22㈰

１年生による鳥海探究Ⅰの発表
矢島のことを色々学びました

２年生は１学期から練習してきた番楽を披露

４代目書道ガールズによる
書道パフォーマンスも好評でした

３年生は展示オブジェと映像作品で
ひと味違うクラスデコに

お客様の前でお点前を披露
ちょっと緊張しますね
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　PTA会員の皆様におかれましては、日頃より本会の活動に対し、御理解と御協力いただき心から
感謝申し上げます。
　さて、4月にPTA会長に就任させていただきましたが、それに伴い自分なりに目標を立てていまし
た。それはPTA役員だけでなくPTA会員全体が様々な行事に楽しみながら参加してもらえるよう頑
張るということでした。そのためにいろいろ話せる場を飲み会なども含めて作ろうと思っていまし
た。そうすることで会員の皆さんからPTA活動は意外に楽しいなと思ってもらい、そこから新しいア

イディアが生まれ、さらに生徒の支援体制が充実していくのではないかと思っていました。それが皆さんも御存知の
とおり新型コロナウイルスの影響で行事という行事が無くなり、顔を合わせる機会すら奪われてしまって大変残念に
思っています。特に矢高祭は、屋台や喫茶コーナーの出店などで最もPTAが活躍できる機会だっただけに残念でな
りません。しかしながら、PTAの活動が無かった分、生徒のステージ発表をじっくりと観ることが出来たことは幸いで
した。生徒の皆さんも限られた時間の中、準備や練習を一生懸命頑張っていたと思います。今後も生徒の皆さんに
は、数少ない行事を精一杯頑張って、そして楽しんで、思い出を作ってもらいたいと願っています。
　校内のPTA活動は機会があまり無かったのですが、中央地区のPTA会議や県全体の会議には出来る限り参加さ
せていただきました。他校の活動の現状などを知ることができ、また本荘・にかほ地区の６高校の役員同士の交流
を通して色々な意見を聞くことが出来たことは収穫でした。今後自校の活動に生かしていきたいと思います。
　昨今再び新型コロナウイルスの感染拡大が危惧されるようになっており、今後も様々な面でPTAの活動が制限さ
れることが予想されますが、なんとか卒業まで一回でも皆さんが集まれる会を開けたらいいなと考えています。矢島
高校のPTA役員活動が次につながるように皆さんのより一層の御協力をよろしくお願いします。

これまでのPTA活動を通して PTA会長　小　野　文　彦

大人気「鬼滅の刃」の黒板アート
美術部総員、全集中で頑張りました！

クラス新聞作成中の２年生　順調ですか～？

今年は新型コロナウイルスに関する
展示もされていました

先生達もアートに挑戦！石に絵を描いているようです

美術の授業で作った作品
本物のお菓子みたいですね

当日は多くの方が来校してくださいました。
ありがとうございました。
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～ＹＢＰ（矢島ブランディングプロジェクト）活動報告～
　矢島高校では平成27年度から矢島ブランディングプロ
ジェクト（ＹＢＰ）を立ち上げ、商業科の授業で地域活性化
にむけた活動を行っています。これまで地元の特産品を使
った商品開発と販売、木工クラフトショップの運営、観光
マップや地域ＰＲロゴの製作などに取り組んで来ました。
　今年は新型コロナウイルスの影響で例年のような活動
は制限されていますが、子どもたちが自宅などで過ごす時
間が増えていることから、屋内で遊ぶことができるものを
届けたいと、塗り絵や絵本の制作に取り組んできました。
12月２日にはNＨＫ総合「ニュースこまち」の取材を受け、
番組内で紹介されました。

　保護者の皆様におかれましては、日頃より本校の教育活動に御理解と御協力をいただき、誠に
ありがとうございます。
　コロナ禍にある今年度は、１学期から多くの学校行事が中止や縮小を余儀なくされています。
本校伝統行事の一つでもある中高連携鳥海山登山を始め、体育祭、外部関係者による３年生の就
職模擬面接、２年生のインターンシップ等が中止になりました。このような状況ではありましたが、

９月には体育祭の代替行事として「学級対抗ソフトボール・ソフトテニス大会」を実施しました。就職試験の開始が
1ヶ月延期となった影響により、矢高祭も1ヶ月遅れで、内容の縮小と参加者を制限しての開催となりました。毎年
PTA会員の皆様に御協力いただいた「助の渕亭」も今年度は開店できず大変残念ではありましたが、ステージ発表
は例年同様にどの学年の生徒も立派な発表ができました。また、高校生活で最大の学校行事でもある２年生の修
学旅行も当初の予定だった関西方面への旅行を断念せざるを得ませんでしたが、県内旅行に切り替えて実施する
ことができました。一泊二日の修学旅行でしたが、県内の良さを知る良い機会となったようです。旅行行程の変更理
由を含め、例年とは違う貴重な体験として、将来にわたり掛け替えのない思い出になることと思います。
　３学期もカルタ大会や矢島ひなめぐりボランティア等の学校行事が予定されています。感染防止対策を十分に
行った上で実施できることを願っていますので、今後とも保護者の皆様からの御理解と御支援をよろしくお願いい
たします。

コロナ禍での学校行事 校長　佐々木　　　誠

12月２日にはＮＨＫの取材を受け、その日のニュースで紹介されました

絵本の色付け作業　丁寧に仕上げていきます パソコンなども活用しながら作業を進めていきます

塗り絵の下書き中　うまく書けるかな

　塗り絵は鳥海山を背景にタヌキやシカなどの動物たち
が描かれたものや、農家が笑顔で野菜を持つ姿など20ほ
どの図柄があり、３年生が授業で仕上げの作業を進めて
います。
　また絵本は鳥海山周辺地域に伝わる妖怪「手長足長」
の伝承をもとに生徒達が子ども向けにアレンジを加えて
制作しており、今後業者に依頼して製本し、地元の保育園
や小学校に届けられる予定です。
　新型コロナウイルスの影響はいまだに大きいですが、矢
島高校、そして地域を活性化するためにＹＢＰはこれから
も積極的に活動していきます！
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絵本の色付け作業　丁寧に仕上げていきます パソコンなども活用しながら作業を進めていきます

塗り絵の下書き中　うまく書けるかな

　塗り絵は鳥海山を背景にタヌキやシカなどの動物たち
が描かれたものや、農家が笑顔で野菜を持つ姿など20ほ
どの図柄があり、３年生が授業で仕上げの作業を進めて
います。
　また絵本は鳥海山周辺地域に伝わる妖怪「手長足長」
の伝承をもとに生徒達が子ども向けにアレンジを加えて
制作しており、今後業者に依頼して製本し、地元の保育園
や小学校に届けられる予定です。
　新型コロナウイルスの影響はいまだに大きいですが、矢
島高校、そして地域を活性化するためにＹＢＰはこれから
も積極的に活動していきます！



ホームを踏むことができるか！？

学級対抗ソフトボール・ソフトテニス大会９/23

今年はソフトボールとソフトテニスの
２種目開催「よろしくお願いしまーす！」

当たった！これは長打コース

進路模擬面接９/６

テーブルマナー講習会11/９

ナイフやフォークは上手く使えたかな？
フードデザインの授業では実際にホテルで食事をしながら

テーブルマナーを学びます

本番でも自分の思いをしっかり
伝えてきてください

いつもと違う雰囲気の３年生
緊張しますね

先生方が面接官役になり、
模擬面接を行います
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鳥海探究Ⅰ１年生
獅子ヶ鼻湿原見学

10/６

ブナ林散策中 奇形ブナに
興味津々

ブナ林一番の巨木「あがりこ大王」 机の上にあるのは福沢諭吉
「学問のすゝ め」の初版本
貴重な資料です

鳥海探究Ⅰ１年生大井家見学10/13

矢島の豪商 大井家の住宅を見学します

　11月5日から6日にかけて2年生は修学旅行を行いました。今年は新型コロナウイルスの影響を考慮し、
当初予定していた関西方面から秋田県内に行き先を変更しての修学旅行になりました。一泊二日の短い
旅行でしたが、角館の武家屋敷や抱返り渓谷、男鹿のなまはげ太鼓や男鹿水族館などを巡り、県内にも
数多くの魅力的な観光スポットがあることを改めて知る旅になったようです。

11/５～６　２年生修学旅行

男鹿水族館って幻想的な場所ですよね

角館の武家屋敷を見学中 歴史ある資料も数多く保管されています

田沢湖では遊覧船で湖畔を巡りました 寒風山展望台にて　何が見えるかな
抱返り渓谷にて
景色がきれいですね

真山神社へお参りに　立派なご神木です

ホテルでなまはげ太鼓を鑑賞
迫力がありました

抱返り渓谷
「滝きれーい！」
「すっごーい！」

先生も一緒に「イェ～イ！」

お待ちかねの夕食タイム
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CS第2回学校運営協議会報告

　PTA会報第101号をお届けいたします。今年は新型コロナウイルスの影響で、様々な活動が制限され、予定して
いた多くの行事なども延期や中止の対応を取らなければなりませんでした。そのような状況であっても、生徒達は
一生懸命に活動し、様々な活躍を見せてくれています。まだまだ大変な状況は続きますが、新しい生活様式の中
で、矢島高校ができることに一つずつ取り組んでいきたいと思っております。最後になりますが、会報発行にあたり、
お忙しい中寄稿いただきました皆様にお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。

　10月29日から31日にかけて由利本荘市総合体育館で
行われた令和２年度（第62回）中央支部高校新人体育大
会バドミントン競技女子Ⅱ部ダブルスにおいて、本校の菊
地美翔・佐藤香奈ペア（ともに１年）が矢島高校としては13
年ぶりとなる優勝、さらに菊地選手は女子Ⅱ部シングルス
においても優勝の栄冠を勝ち取りました！（こちらは矢島高
校として10年ぶりの優勝）
　さらに11月26日から28日に美郷総合体育館リリオスで
行われた令和２年度（第69回）秋田県高等学校新人大会
バドミントン競技女子Ⅱ部ダブルスでも菊地・佐藤ペアが
激戦の末、見事に全県優勝！さらに菊地選手は女子Ⅱ部シ

編集
後記

　10月29日、矢島高等学校において今年度第２回目のコミュニティ・ス
クール学校運営協議会が行われました。協議会では今後矢島高校を存続さ
せていくために具体的にどのような活動を進めるべきか各ＷＧごとに意見
を述べてもらい、全体会でも共有しました。

　主な話題としては、
・地元企業や地域との連携をより強化する。
・保・小・中・高で諸行事（運動会や防災訓練など）を一緒に行い、相互
　の連携を図る。
・外部への情報発信や学校の活動をＰＲする方法を工夫する。ホーム
　ページだけでなく様々な媒体を使う。生徒自身による発信も視野に。
・少人数指導の強みを生かす。ＩＣＴ機器などを活用する。
・コースごとにどのような事ができるのか、どのような力が身に付くの
　かを伝える。
・地域ガイドの拡充や地域の方を講師に迎えた授業等を実施する。

以上のような話が挙がりました。
　今回の話題等を各WGで検討し、第３回学校運営協議会ではその報告と
今年度の活動の総括を行い、次年度以降の活動につなげていく予定です。

バドミントン女子
中央支部＆全県新人戦祝 ２冠優勝！

ングルスでも優勝を勝ち取りました。全県新人戦でのⅡ部
優勝はシングルスで10年ぶり、ダブルスとしては初優勝で
す！
　この大活躍により矢島高校バドミントン部は13年ぶりの
中央新人戦２冠、さらに初の全県新人戦２冠という快挙を
成し遂げました！
　「振り返ればひとつも楽な試合はなかった」と顧問の先生
もおっしゃるとおり、他校の選手も今後どんどん力を付けて
きます。今回の結果に慢心せず、さらに力を伸ばして次の大
会でもその力を発揮できるよう、日々の練習に励んで欲し
いと思います。頑張ってください、優勝おめでとう！


