
国民体育大会 
 ～北高生の活躍～ 
 

◆女子ボート部  
 会場：豊田湖ボートコース  期日：１０月２日（日） 

 少年女子シングルスカル 第５位 伊藤早希 

 

◆男子テニス部 

 会場：岩国市テニスコート  期日：１０月２日（日） 

 少年男子 団体 永原賢造 参加  １回戦敗退 島根選抜 １－２ 北海道 

 

◆女子バスケットボール部 

 会場：ソルトアリーナ防府  期日：１０月２日（日） 

 少年女子 島根選抜 狩野さくら・新宮麻依子・布野可南子 参加 

  １回戦  島根 ４４ － ７０ 鹿児島 

 

◆陸上競技部 

 会場：山口維新記念陸上競技場  期日：１０月７日（金）～１１日（火） 

 男子少年Ａ １００ｍ ７位 金森和貴   ４００ｍＨ 予選敗退 佐々木拓 

 女子少年Ａ ４００ｍ 予選敗退 石原理恵 

 女子少年Ｂ １００ｍ 予選敗退 村上由佳 

 

◆ゴルフ 

  会場：山陽国際ゴルフクラブ  期日：１０月８日（土）  田部博山 参加  

  少年男子 団体 ２８位   個人 ８３位 

 

 

 

 

 

「師との出会い」             図書部長 八幡 成人 

 高校時代、東京大学出身の故大谷静夫先生から、英語を正確に読むことの大切さを教えていただ

いた。温厚な先生で（３年間で一度だけ声を荒げて怒られた時にはクラス中が凍り付いた）、淡々

とそれでいて奥深いテキストの解読であった。卒業時に江川泰一郎『英文法解説』をお祝いに頂戴

したが、これは大学での英文法勉強のバイブルとなる。先生には卒業してから特に可愛がっていた

だいた。米子で電車の先頭車両にお座りになり、通勤通学で混み合う中、荒島から乗ってくる僕の

席をちゃんと取っておいて下さった。先生のとてつもなく速い読書スピードと、正確無比に読む技

術を盗みたいと思い、読書談義に耳を傾ける。ロアルド・ダールの短編の面白さを、エド・マクベ

インの警察小説を紹介していただたいたのも先生からであった。ろくな物を食べていないだろう

と、料亭で美味しいものを食べさせていただいたり、ご自宅に何度もお招きいただき、本をお借り

しては美味しいものをごちそうになった。夢野久作を教えていただいたのも先生の書斎。急逝され

た時には驚いたが、「英語の本は全部八幡に送ること」という身に余るお言葉を遺されて、奥様か

ら全てお譲りいただき、記念のプレートを添えて、新築の書庫に収めさせていただいた。以前は、

こうして尊敬する先生のご自宅にお邪魔しては、心ゆくまで本の話を聞いたものだった。最近めっ

きりそのような師弟関係がなくなっていくような気がして、尐し寂しい思いがしている。 

 教員になってからは、音声学では日本一の先生である竹林滋先生からお声をかけていただいて、

『ライトハウス英和辞典』の編集をお手伝いすることになる。｢語法｣と「類義語」の執筆に徹夜の

連続で苦しい毎日だったが、完成した原稿を大切に風呂敷に包んで、初めて上京。東京外国語大学

の研究室に緊張して伺うと、｢ご苦労でした｣とねぎらいの言葉をいただき、｢君のことは安藤貞雄

先生からいろいろ聞いているよ｣とおっしゃった。ご趣味のカメラで一緒に写真を撮りましょう

と、セルフタイマーで記念撮影したのも宝物である。一通り辞書学のお話を伺うと、先生は「今か

ら池袋に出かけましょう」と、できたばかりのサンシャイン８０に連れて行っていただく。たった

数分の高速エレベーターに乗って最上階に上るのにどれくらい行列をしたか。２人で思わず笑っ

てしまったのを鮮明に覚えている。これが僕の初めての東京であった。夜は九段のグランドパレス

に泊めていただき、あの金大中氏が誘拐されたエレベータに何度も乗ったけれど、誰も僕を誘拐し

てくれなかった！朝食に降りると、ウェイターが英語、フランス語、ドイツ語を駆使して接客する

姿を目撃し、一流ホテルの質の高さを目の当たりにすることになる。 

 忌まわしき「宝島事件」後に、ボリンジャー博士を編集顧問に招聘、その連絡調整役に私をご指

名いただく。これは日本の学習辞典史上初の画期的な試みで、以降イルソン博士、アルジオ博士と

お招きし記述の充実を図ったが、何よりも自分の英語の勉強になった。先生は辞書を作るだけでは

不十分で、それを支える周辺教材も充実させないといけないとの持論を展開され、｢辞典の効果的

な使い方」を現場目線で書くようにと２冊の本を書かせてもらった（『英語の辞書指導』『ライト

ハウス英和の活用法』（共に研究社））。 

 竹林先生は何か語法上の問題が起こると、必ず夜お電話をいただいた。夜を徹する単調な辞書の

仕事も、先生のお電話一本で気合いが入ったことであった。用件が終わると、グルメ情報やお好き

なモーツアルトの話をされ１時間を越えることも度々。旅行好きな先生は、あるとき｢松江に車体

の傾く電車があるでしょう。あれに乗りたい。」とおっしゃり、岩﨑研究会の重鎮を連れ立って、

一畑電車に乗りに来られたときの案内役を仰せつかったのもいい想い出である。心臓疾患で倒れ

られ、八王子の先進医療センターにお見舞いに伺ったときには、心臓バイパス手術の詳細と医療へ

の信頼を元気に語られ、我々をホッとさせた。後年先生と同じ病気に自分もかかるとはそのとき夢

にも思わなかったが。そんなご恩のある先生が去る３月お亡くなりになった。奥様が前日、先生が

翌日と２日連続で悲しい訃報を聞く。先生が大好きだったリーガロイヤルホテルでモーツアルト

の流れる中｢送る会｣に参加し、今までのご恩のお礼を遺影に語ってきた。竹林先生のお仕事は、東

信行先生に引き継がれ、さらに進化をとげる予定である。ご期待いただきたい。 

第233号(学校だより294号) 

平成２３年１０月２５日 

島根県立松江北高等学校 

お  知  ら  せ 

「北高教育Ｄａｙ」、第二回ＰＴＡ学年集

会が１０月２５日～２７日に開催されま

す。学校開放を行い、授業や部活動を保護

者の方・地域の方に参観していただきま

す。また、食堂も開放し、利用していただ

きます。 

～ロードレース～ 

 校内ロードレース大会が、今年も１１月２

日、開催されます。男子は約１５㎞、女子は  

約１０㎞の道のりを走ります。それに向け、体

育の授業では学校の周辺を走るなどして、体力

作りに取り組んでいます。 

心肺蘇生法についての教職員研修が１０月４日に

開催されました。松江消防本部より、二人の講師

の先生をお招きし、実技を中心に、１時間３０

分、有意義な研修を行いました。 

   



～北高生の活躍～(これ以外の大会結果は次号に掲載致します。） 
■陸上競技部  第５７回島根県高等学校新人陸上競技大会 

  会場：浜山公園陸上競技場  期日：９月１７日（土）・１８日（日） 

 男子 １年１００ｍ ３位 三明 智  ８位 横田航希 

    ２年１００ｍ ２位 矢田 弦  ６位 永田 遼 

      ２００ｍ ５位 中村海奈斗 ７位 山田真輝 

      ４００ｍ ４位 山田真輝  ５位 菅井雄生  ６位 福田和司 

      ８００ｍ ４位 深野雄大  １５００ｍ ８位 深野雄大 

     １１０ｍＨ １位 矢田 弦 

   ４×１００ｍＲ ２位 （永田・矢田・中村・菅井） 

   ４×４００ｍＲ ２位 （福田・矢田・山田・菅井） 

       三段跳 ３位 永田 遼  円盤投 ６位 山根一眞  槍投 ２位 中村海奈斗 

 女子   ２００ｍ １位 村上由佳  ５位 山田夏紀 

      ４００ｍ ２位 村上由佳  ４位 山田夏紀 

 

 中国高等学校新人陸上競技大会 

  会場：浜山公園陸上競技場  期日：１０月１５日（土）・１６日（日） 

 男子   １１０ｍＨ １位  １００ｍ ８位 矢田 弦 

    ４×１００ｍＲ １位 （永田・矢田・中村・金森） 

    ４×４００ｍＲ ３位 （福田・山田・金森・菅井） 

        三段跳 ８位 永田 遼 

 女子   ４００ｍ  ４位  ２００ｍ ６位 村上由佳   

 

■卓球部  島根県高等学校卓球選手権大会 

  会場：島根県立体育館（出雲市）  期日：９月９日（金）・１０日（土） 

 男子ダブルス   ベスト１６ 加藤健志郎・田淵輝組 
  

■バドミントン部  第３７回島根県高等学校バドミントン選手権大会 

  会場：カミアリーナ（出雲市）  期日：９月１７日（土）・１８日（日） 

 女子シングルス  ベスト８  平塚里奈、 ベスト１６ 栂ひとみ 

          ベスト３２ 小田桃嘉、野津栞、才木瞳美 

 女子ダブルス   ３位   栂ひとみ・平塚里奈ペア 

          ベスト１６ 上野彩夏・白谷彩恵ペア、野津栞・三嶋樹ペア 

          ベスト３２ 小田桃嘉・曽田柚奈ペア、大矢真子・才木瞳美ペア 

                堀江彩希・成相香那ペア 

 

■弓道部  島根県高等学校弓道新人大会兼中国新人大会個人県予選 

  会場：大田高校弓道場  期日：９月１７日（土） 

 男子  団体・個人とも入賞者なし 

 女子  団体２位 ４０射１８中（松江北Ａ：戸田、古川、末森、前田、小林、長谷川） 

     個人２位 古川瑞紀（１３Ｒ） ８射８中 → 中国新人大会の出場権獲得 

 

■男子テニス部  中国ジュニア 島根県予選大会 

  会場：浜山運動公園テニスコート  期日：１０月１５日（土） 

 男子シングルス １位 永原賢造  ３位 小倉 輝  ６位 廣澤周汰 

 

 

 

■男子ソフトテニス部  島根県高等学校ソフトテニス選手権大会 

  会場：隠岐の島町  期日：９月１７日（土）・１８日（日） 

 男子個人 ベスト３２ 宍道 航（１年）・原 昂宏（２年）組 

 

   中国高等学校ソフトテニス選手権大会 足立江理夫（３年）・吉岡雄馬（３年）組 出場 

  会場：山口県宇部市  期日：７月２１日（木）～２３日（土） 

 男子個人 １回戦  ④－１ 下松高校（山口県） ２回戦 ２－④ 広島翔洋高校（広島県） 

 

■登山部  島根県高等学校新人登山大会 

  会場：天狗石山中野冠山（浜田市）   期日：９月１６日（金）～１８日（日） 

 男子  松江北Ａ 第２位（得点91.50）  松江北Ｂ 第６位（得点81.60） 

 女子  松江北  第１位（得点91.00） 

 

■野球部  秋季高校野球一次大会 

  会場：江津市民球場  期日：９月１６日（金）・１８日（日） 

   １回戦 松江北 １２－２ 江津（６回コールド） 

   ２回戦 松江北  ３－９ 立正大淞南 

 

■演劇部  島根県高等学校文化連盟演劇専門部 松江地区演劇発表会 

  会場：島根県民会館 中ホール  期日：９月２１日（水）２２日（木）  

 ○優良賞  ○創作脚本賞 １４Ｒ 平田 夏美 

 

■百人一首かるた部  島根県高等学校小倉百人一首かるた新人大会 

  会場：益田高等学校 いわみの記念館  期日：９月１７日（土） 

  松江北Ａ 準優勝  松江北Ｂ 第４位 （両チームとも中国大会出場） 

 

■文芸部  高文連文芸部門コンクール 

    （小説の部）最優秀 第１位    ４Ｒ 中村美央 『日常』 

 

■合唱部  第５０回中国合唱コンクール 

  会場：岡山シンフォニーホール  期日：９月１７日（土） 

 高等学校部門Ｂグループ（３３名以上）金賞受賞 

  グループ第１位 岡山県教育長賞受賞 

 ※全日本合唱コンクール全国大会への出場権を獲得（４年連続・２０回目） 

 

◆第４５回ヘルンをたたえる青少年スピーチコンテスト 

  会場：松江市総合文化センター  期日：９月２３日（金） 

     ２８Ｒ 三島志織 松江市教育委員会教育長賞（第２位） 

     ２１Ｒ 田野恵美 八雲会奨励賞 

＜校長室より＞ 
 「松江水灯路」も松江の秋の風物詩として定着して来たような気がします。赤山の下の武家屋敷

界隈も家並が黒いシルエットで浮き上がるようにライトアップされ、観光客で賑わう昼間とは趣

きの違う幽玄の夜に変わります。先月、これにあわせて「松江歴史館」では本校管弦楽同好会がご

近所の方々に四重奏をお聴かせし、「武家屋敷」では本校生徒が小泉八雲の怪談を英語で語り、訪

れた人たちにハーンの世界を紹介いたしました。これからも、生徒にはできる範囲で学校から地域

に飛び出して社会参加をさせたいなと思っています。 


