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６月６日（土）・７日（日）の２日間、対馬各会場で対馬三校大会が行われました。
県高総体の代替大会として開かれた本大会は、どの会場でも激闘が繰り広げられ、応
援を背に受けた本校生徒が力の限り戦いました。

教頭のつぶやき
教頭 吉田 英雄
５月中旬に県高校総体の中止が決まり、多くの生徒がつらい思いをした
ことと思います。かける言葉が見つかりませんでした。ところが、上高で
は、気持ちを切り替え、次の目標を見つけ、健気に努力を続けている生徒
が沢山います。逆に励まされたような気持ちになりました。
やはり、『上高生は素晴らしい』ですね。再認識できました。

上高の風景～１年生編～
１年生が入学して３カ月になりました。最初はぎこちなかったところもありましたが、今では高校
生としての姿も板につき、日々を楽しく過ごしています。

対馬三校大会結果
○陸上部
男子 5000m 佐護 17 分 34 秒 56（自己新）
春日亀 19 分 57 秒（自己新）
男子 1500m 中村
5 分 13 秒 01
男子走高跳
原田
1m60cm

これからも、毎日笑顔で過ごせる
よう頑張ります♪

女子 3000m 今村
女子 1500m 佐名
女子走高跳
一宮

12 分 34 秒 31
6 分 10 秒
1m30cm

◇剣道部
三校大会が実施できなかったため、
校内で試合を行いました。

●ソフトテニス男子
団体戦 ３ー０ 豊玉
２ー１ 対馬
個人戦 細井・松清ペア
第３位
須川・宮原ペア ベスト４
◎ソフトテニス女子
団体戦 ３－０ 豊玉
１－２ 対馬

２位

個人戦 大島・森田ペア ベスト４
◆バレーボール女子
対馬高校と交流試合を行いました。

部活動キャプテン・部長より
先日行われた三校大会で
は、団体戦で優勝しました。
７月２３日に開催される県
個人戦は、３年生にとって最
後の試合となるので、これま
での練習の成果を存分に発
揮できるように頑張ります。
ソフトテニス部男子
宮原 怜雅

大会を開くために、準備し
てくださった方々や応援をし
てくださった皆様に感謝して
います。今後の後輩たちの活
躍に期待しています。ありが
とうございました。
バレーボール部女子
東 亜美

茶道部は、毎週火曜日に厳
原から来てくださる吉永先生
のご指導のもと活動していま
す。文化祭でもお手前披露を
いたしますので、今後もよろ
しくお願いします。
茶道部

小宮 美咲

私たちは、7 月 10 日に開
催される県大会に出場しま
す。雨で思うように練習がで
きず、不安な面もありました
が、それでも一人ひとりがチ
ームのことを考え、行動して
きました。
大会本番では良い結果を
残したいです。応援よろしく
お願いします。
野球部 財部 祥多

稽古を通して、礼儀や周り
への配慮など、生活の中で必
要となる力も身につけるこ
とができました。これからも
互いに支えながら、稽古に励
んでください。
剣道部

新・生徒会役員決定！
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早田 晴喜

全員が一生懸命競技に取
り組める場を作って頂いて
とても感謝しています。これ
からは、みんなで声を掛け合
い、活気であふれた部活動に
して欲しいと思います。
陸上競技部 佐護 直喜

清原颯太くんを生徒会長、
庄司愛花さんを議長とし、１６
名で今まで以上に上対馬高校
を盛り上げ、積極的に動いて学
校を活性化させていきます。
一生懸命頑張りますので、
よろしくお願いします。
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上高オープンスクール開催のお知らせ
８月１８日(火)の９：００より、本校体育館をメイン会場に上対馬高校
オープンスクールを開催します。魅力あふれる上高をたっぷり体験できる

この３年間で美術部として
いろんな作品に挑戦すること
で成長できました。今後もこ
の経験をいかしていけるよう
に努力したいと思います。
美術部 江上 朱里

私たち吹奏楽部は、７月
19 日に定期演奏会を行いま
す。3 年生は最後の演奏会と
なるので、部員全員が悔いの
残らないよう練習を頑張っ
ていきます。
吹奏楽部 糸瀬 航洋

団体・個人戦とも優勝を目
指し頑張りました。目標に達
することはできませんでした
が気持ちを切り替え次の島原
大会に向けて頑張ります。
ソフトテニス部女子
庄司 愛花

プログラムがいっぱい！
たくさんの参加をお待ちしています！

１学年

２学年

３学年

みなさんが上高に入学して
から３カ月が経とうとしてい
ます。あっという間ではなかっ
たでしょうか。同じように高校
生活も長いようで短い３年間
になるはずです。高校に入学し
た時の気持ちがまだ鮮明に思
い出せる今だからこそ、もう一
度初心に返って日々の生活を
見つめ直してみて下さい。まず
は高校最初の定期試験に向け
てしっかり頑張っていきまし
ょう。

新生徒会長が就任し、本格
的に２学年が学校を引っ張っ
ていく立場となりました。学
年全員で声を掛け、支え合っ
ていきましょう。他者のため
に動けるのは素晴らしいこと
です。ただし自分の将来も疎
かにしてはいけません。7 月
には三者 面談が控えてい ま
す。今の生活状況や今後の進
路について、ご家庭でも話す
機会をつくっていただけたら
と思います。

今年は新型コロナウイルス
の影響で高校総体も中止さ
れ、すっきりしないまま就職
試験・進学の推薦等に臨まな
ければなりません。就職希望
者は 7 月 1 日に求人票受付が
開始され、
10 月の第 3 週には
就職試験が開始されます。進
学希望者も 10 月から推薦入
試が始まります。もうそんな
に時間はありません。よく考
えよく話し合い、進路実現を
目指してしっかりと取り組ん
でほしいと思います。

＜７・８月の主な行事予定＞
７月
８月
９日(日) 平和登校日
２日(木) 期末考査(～7 日(火))
１８日(火) オープンスクール
１０日(金) 県高等学校野球大会
２５日(火) ２学期開始式・課題考査
１１日(土)～陸上交流大会
２９日(土) 親志の会（グラウンド除草活動）
１６日(木) 薬物乱用防止教室
１９日(日) 吹奏楽部定期演奏会
※新型コロナウイルス等の影響で変更する可能性が
２０日(月) 終業式
あります。
２１日(火)～夏季学習会
２３日(木) 県ソフトテニス交流大会
２８日(火)～１・２年生インターンシップ

