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平成２８年の終了に当たり
校
長
梶尾
勝則
１２月になりました。平成２８年、２０１６年もいよいよ最後の月を迎えました。
今学期の大きな行事もその多くが終了しました。
先日の強歩大会、大変お疲れ様でした。
特に１年生にとっては、はじめての強歩大会ということで、男女とも１６ｋｍという距離は相
当長く感じた人も多かったのではないかと思います。
１１月でありながら、前日に雪が降り、実施が心配されましたが、当日は、天候にも恵まれ、
タイムは別として、参加した生徒は全員完走することができ、体調不良になった生徒も何人かい
ましたが、全体としては大きな事故等もなく、無事終了できたことは大変うれしく思います。
優勝または入賞した人は、誠におめでとうございました。
長い距離を走ることは、自分の精神力と体力の限界に挑戦することを通し、心と体の両方を鍛
えることができる大変意義ある活動です。
勿論、怪我、事故、当日の体調等、自分の健康・安全管理に万全を期した上での話になります
が、今回大きな事故等もなかったということは、皆さんが注意事項等をきちんと守って活動でき
たということであります。
大変立派でありました。
皆さんが、今回の強歩大会の経験を通して、自分の忍耐力と体力の向上に自信をつけ、今後の
生活に役立ててくれることを期待しています。大変お疲れ様でした。
さて、話は変わりますが、先月、県内の公立高校の周年行事があり、そのうち３校の周年行事
に来賓として参加してきました。
どの学校も記念式典の次第の中に校歌斉唱の場面があり、久しぶりに他校の生徒の校歌斉唱を
聞いてきましたが、改めて皆さんの校歌斉唱の素晴らしさを感じました。
自校の校歌に誇りを持ち、心を込めて声高らかに元気よく歌う皆さんの姿は、どの学校にも負
けない、広く地域・社会に大いに誇れる素晴らしい姿であります。
他校の校歌を聞いて、是非皆さんに母校について改めて考えてほしいと強く思いました。
皆さんの高校の母校は、転退学でもしない限り、言うまでもなく、この八潮南高校です。
その母校のこれからを創っていくのは、皆さん自身です。
皆さんが卒業後、母校が八潮南高校であることを大いに誇れるようになるか、逆に恥ずかしく
思うようになってしまうか、皆さん自身のこれからの生活にかかっていると言っても過言ではな
いと思います。
母校が心の拠り所のようなものになるのか、思い出したくもないようなものになるのか、一度
しかない人生に潤いを与える上で大きな違いがあります。
母校を思うものとしては、校歌とともに校訓があります。
校訓「勉学 誠実 実行」の目指すところは、昨年度も皆さんにお伝えしましたが、初代校長 堀
口 信次 先生のお言葉によると、
「勉学」は「知識を吸収」、
「誠実」は「真摯な態度」、
「実行」は
「積極的に行動」になると考えられます。
是非、この校訓の実践に努め、校歌とともに心の拠り所となる母校を創生してほしいと思いま
す。
来年３月には、皆さんも知っているとおり卒業式があります。これからも皆さんの校歌斉唱に
大いに期待しています。
３年生の登校も、残り後わずかです。
有終の美を飾り、全員無事卒業できることを期待しています。
１２／７（水）からは期末考査が始まります。平成２８年の締めくくりのテストとして、皆さ
んの頑張りを期待しています。

修学旅行
１０／４（火）～７（金）の 3 泊 4 日の行程で和歌山県・
大阪府での修学旅行が行われました。
台風８号の接近により天候が心配されましたが、天気に
も恵まれ、旅程を終えました。
恒例の民泊や家業体験、世界遺産の熊野古道や那智大
社・那智の大滝散策、最終日の大阪市内班別見学等、例年
とは一味違った旅程となりましたが、充実した 4 日間となりました。
現地での様子がＨＰに掲載されております。是非ご覧ください。

第 33 回八潮市美術展覧会
9 月 29 日から 10 月 2 日まで、第 33 回八潮市美術展覧会が八潮
メセナで開催され、美術部員 13 名が出展しました。
このうち、2－4 大場有紀さんが新人賞を受賞しました。
【大場さんのコメント】
「この度は伝統ある八潮市美術展覧会で新人賞を受賞して大変嬉し
く思います。この賞を励みにして、これからも創作活動をがんばりた
いと思います。また、部長として八潮南高校美術部を更に盛り上げて
いこうと思います」
スピーチコンテスト

県大会優勝！

全国大会出場決定！

１０／１９（水）第４２回埼玉県商業高等学校英語スピーチコンテス
トにおいて見事優勝を果たしました。
スピーチの部 優勝 ３－５ 吉田 岬 君
暗誦の部
第 2 位 １－５ 清水 芽衣さん
１１／５（土）第２６回埼玉県産業教育フェアにおいて表彰式が行わ
れました。１１月の朝礼では、入賞の二人にコンテストさながらにスピ
ーチを披露してもらいました。
３－５吉田君は 1 月東京千駄ヶ谷で行われる全国大会に埼玉県代表と
して出場が決定しました!

翔鴎祭
１０／２８（金）～２９（土）に行われ
た今年度の文化祭。天気にも恵まれ今年も
沢山のお客様に来校していただきました。
各クラス・団体の積極的な取組のおかげ
で大盛況の 2 日間となりました。

埼玉県産業教育フェア
１１／５（土）～６（日）
さいたま市大宮ソニックシティをメイン会場に開
八潮市青少年の主張大会 １１／１２（土）
催されました。このイベントは、県内の専門高校が
優秀賞 ２－６ 昆 涼悟くん
一堂に会して日頃の学習の成果を発表するものです。
優良賞 １－４ 城石 裕也君が入賞しました!
イベントの運営は県内の専門高校生が行っており、
開会行事は大宮ソニックシティ市民ホールで行われ、
彩の国 高校生ビブリオバトル２０１６
昨年に引き続き、開会式の総合司会を３－３瀬尾佑
１０／２９（土）会場：浦和コミュニティセンター
奈さんと茂木美瑳樹さんの二人が務めました。
２－６ 佐久間 悟くんが出場しました！
ポケットティッシュコンテストにおいて、
３－６三谷きらりさんは、最も高い評価となる埼玉県教育長賞を受賞しました。またパソコン入力コンテスト
に出場したパソコン部は団体５位と健闘しました。
生徒実践研究発表会では英語スピーチコンテストで優勝した３－５吉田岬君と 2 位入賞の１－５清水芽衣さ
んがコンテストさながらのスピーチを披露しました。
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１１／１（日）一回戦
二回戦
３（火）準決勝

八潮南
八潮南
八潮南

６－１
２－０
２－４

テニス部

二校連合（三郷工業技術・幸手桜）
草加西
草加

一回戦

八潮南

ソフトテニス部

選手権大会一次予選
０―２

１０／２９（土）～３０（日）

蓮田松韻（①１５－２５

１０／３（月）

男子

会場：久喜高等学校

②５－２５）

女子：１１／３（木）一回戦
１１／５（土）二回戦
男子：１１／３（木）一回戦

八潮南
八潮南
八潮南

男子・吉川美南

１６７－
4 宮代
７０－１０６ 越谷総合
６４－

７２

１１／１４（月）
×コ 堀 （秀明）
×× 高橋（川越）

埼玉県剣道大会
八潮南・八潮

１１／１８（金）
○ 本庄

サッカー部

団体戦
● －

４―１
３－２
０－３
５－０
０－５

女子トーナメント ７位入賞!
二回戦
八潮南
準々決勝
八潮南
５～６位決定戦 八潮南
７～８位決定戦 八潮南

草加東

剣道部
埼玉県剣道大会 個人戦
鈴木（八潮南）
－
堀内（八潮南）
－

八潮南
八潮南
八潮南
八潮南
八潮南

狭山ヶ丘
正智深谷
立教新座（第４シード）
武南
独協埼玉 女子ベスト３２！

男子Ⅱ部リーグ優勝
Ⅰ部昇格!
地区ベスト８入賞!
男子Ⅱ部リーグ
一回戦 八潮南 不戦勝 花咲徳栄
二回戦 八潮南 ４－１ 越谷総合
決 勝 八潮南 ３－２ 松伏
Ⅰ部･Ⅱ部入替戦
Ⅰ部 8 位春日部 ０－５ Ⅱ部１位八潮南（Ⅰ部昇格）
春日部高校との入れ替え戦に臨み、完全勝利・Ⅰ部リーグへの昇格を果たしました!

会場：久喜総合運動公園庭球場

会場：女子・三郷高校

一回戦
二回戦
三回戦
一回戦
二回戦

男子ベスト１６！

東部地区団体戦

新人大会東部地区予選会（団体戦）
一回戦 八潮南 １－２ 春日部女子
バスケットボール部

１０/２９（土）～

県大会団体戦

女子
女子バレーボール部

新人大会

３－０
１－２
１－２
３－０

三郷北
越谷北
越谷南
草加東

東部支部地区大会グループリーグ

１０／３０（日）
１１／１２（土）
１９（土）

八潮南
八潮南
八潮南

２－１
０－４
０－３

三郷工業技術
叡明
久喜北陽

【顧問 中阪先生のコメント】
男女ともに八潮南高校「歴代最強チーム」を目指して頑張ってきている成果が出ています。
男子は県大会（団体戦）では２年連続となるベスト１６に入ることができました。
東部地区団体戦では男子が創部初の１部昇格、女子も創部初のベスト８に入ることができました。

バドミントン部
県民総合体育大会兼高等学校新人大会県大会 １１／１３（日）～１４（月）
ダブルス 大木・竹中 組（両名とも２－１）
一回戦 八潮南 ２－０ 浦和北
二回戦 八潮南 ０－２ 叡明
シングルス
一回戦 大木知哉（２－１）八潮南 ２－０ 桶川
二回戦
０－２ 叡明
一回戦 竹中亮太（２－１）八潮南 ０－２ 大宮東
吹奏楽部・演劇部
昨年度に引き続き、１２／２２（木）クリスマスコンサート＆クリスマス公演
われます。是非ご覧ください!

が５Ｆ視聴覚室を会場に行

【コラム】
ＮＨＫ ＢＳで放送されている｢奇跡のレッスン｣
を紹介します。
この番組は、様々なスポーツの世界的な指導者が
１週間選手たちにコーチをするというものです。
今回は、スペインテニス協会の育成のスペシャリ
スト、ダビッド・サンズ・リバスさんが車イステニ
スの選手たちに伝えた言葉を紹介します。
「心をコントロールするんだ。そうすることで、
最後までしっかりと戦い続けることが出来る。」

２学期・3 学期の予定
期末考査
12/７(水)～1２(月)※献血
進路体験談
12/13(火)
防火防災訓練
12/19(月)
スポーツ大会
12/20(火)～2１(水)
終業式
12/22(木)
始業式
1/10(金)
3 年学年末考査 1/26(木)～30(月)
3 年特編（返却・学年集会・LHR など）1/31(火)
簿記検定 1/22(日)・情報処理検定 1/29(日)

