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昨年度は新型コロナウイルスの感染症の拡大により実施できなかった修学旅行を、９月２１日、
２２日の２日間で行いました。思い起こせば、昨年の修学旅行は、例年どおりに４月に東京への２泊３日の
修学旅行を行う予定でした。３月に全国の学校が臨時休校となり、安心・安全な修学旅行を期して９月に延
期。しかし秋になっても感染状況が収まらず、やむなく修学旅行中止の決定となりました。
今年度もコロナ禍の中で県外への往来は難しい状況があるものの、ワクチン接種がある程度進み県内の旅
行であれば、感染症対策を十分にとったうえで「安心・安全な修学旅行」を実施できると判断し、９月の２
日間の旅行に踏み切りました。ただし「安心・安全」をより確かなものにするため、変則的でしたが泊を伴
わない０泊２日の修学旅行として実施しました。
『Story

～鳥取で創り出す笑顔あふれる物語～』 地元鳥取の施設見学を通し

て、郷土愛を深め、修学旅行中はみんなが笑顔で楽しく、物語のような思い出に
したい…との思いから作られたスローガンです。
鳥取大学乾燥地研究センターは、砂漠化や干ばつなどの乾燥地の諸問題に組織
的に取り組む日本唯一の研究機関として、乾燥地の持続可能な発展に役立つ研究
をしています。限られた狭い地域ではなく、全世界に目を向け、地球的課題の解
決に向けた研究を鳥取で行っていることに元気をもらったような気がしました。

絵

小倉知佳さん

次に訪れた、砂の美術館は、鳥取砂丘の砂を観光資源として「砂」を素材にした彫刻作品を展示する、世界
でも類を見ない美術館です。世界中の砂像彫刻家が創り出す迫力ある砂像を展示している施設として、国内
のみならず海外からも高く評価されているということに鳥取の誇りを感じました。一日目の最後に訪ねた鳥
取県立博物館では、自然や歴史の宝庫でした。特に国府町に関わる展示物を詳しく紹介していただいたり、
博物館の学芸員の仕事内容に触れさせていただいたり、実際にその場を訪れなければ学べないことを得るこ
とができました。
二日目は、境港まで足を延ばし、水木しげるロードを散策して楽しみました。水木しげるロードは 1993 年
に誕生し、今や年間 100 万人（コロナ禍前）を超える観光客が訪れるほどの観光名所になりました。私ごと
になりますが、私は 1986 年に境港市立第一中学校で教職が始まりました。校区には、現在水木しげるロード
として整備された商店街がありました。当時は、片田舎の商店街で何百万人もの人が訪れるような街並みで
はありませんでした。私が、境港を去った後に、妖怪のブロンズ像を設置して水木しげるロードが誕生しま
した。私はここを訪れるたび、知恵を絞り工夫を凝らしながら年間百万人を超える
観光地に育て上げた地元の人々の努力をいつも感じます。
最後の大山フィールドアスレチックについた頃には、絶好の天気となり、素晴ら
しい青空の下、しばし受験生であることを忘れるほどに、自然のなかで思いっきり
体を動かし楽しみました。
県内の修学旅行ではありましたが、この二日間を通して、鳥取県には他県にない自然や文化、歴史が宝の
ようにあり、それをどう生かすかは、そこに生きる人自身であることを感じる修学旅行であったと思いま
す。鳥取県の良さを再発見しながら、３年生一人ひとりに「笑顔あふれる思い出（物語）
」が創れたことを願
いたいと思います。
令和 3 年 １０月

学校長

大下英則

東部地区秋季大会結果
【野球】１回戦敗退
国府 ５－６ 中ノ郷
【バスケットボール】1 回戦敗退
国府 ５０－９８ 岩美

東部地区駅伝大会結果

県駅伝アベック出場！
男子 10 位！ 女子 11 位！
心を一つにして襷をつないだチーム国府中

【卓球男子】
＜団体＞ 予選リーグ敗退
国府 ２－３ 中ノ郷
国府 ２－３ 若桜学園
＜個人＞
一澤秋津 ３回戦敗退
西垣朋哉 ３回戦敗退
【卓球女子】
＜団体＞
予選リーグ 2 位
決勝トーナメント
1 回戦 国府 ４－１ 西
準決勝 国府 ０－３ 八頭
第 3 位 スポレク出場
（10/16 スポレク初戦敗退）
＜個人＞
田村心幸 ３回戦敗退
秋田奏美 ベスト１６
３回戦 ３－２（中ノ郷）
４回戦 ０－３（南）
田邉 葵 ベスト１６
３回戦 ３－１（鳥大附属）
４回戦 ０－３（南）
【ソフトテニス女子】
＜団体＞予選リーグ２位
決勝トーナメント
１回戦 国府 ２－０ 気高
２回戦 国府 ０－２ 鳥大附属
５位決定戦 国府 ０－２ 智頭
第７位
＜個人＞
生田千紘・松井さくら 3 回戦敗退
中野紗那・小林芹菜 3 回戦敗退
【バレーボール女子】
予選リーグ敗退（得失点）
国府 １－２ 北
国府 ２－１ 千代南
【バドミントン】
＜個人＞
清水直生 準優勝
準々決勝 ２－０（東）
準決勝 ２－０（中ノ郷）
決勝 ０－２（南）

【ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ】
女 子(2km) 稻田明日美 ６位 7′55″
１年男子(2km) 小林 玄武 ８位 7′21″
２・３年男子(3km) 前田 幹太 ３位 10′28″
【女 子】11 位 48 分 42 秒
＊（ ）区間順位
１区(3km) 津森 桃 15 位(15 位) 12′06″
２区(2km) 小泉 汐那 12 位(8 位) ８′04″
３区(2km) 岸本 七海 11 位（８位） 8′01″
４区(2km) 稻田ひまり 9 位（４位） 8′02″
５区(3km) 宮脇 花恋 11 位（１２位）12′29″
【男 子】 位 1 時間２分 2 秒 ＊（ ）区間順位
１区(3km) 太田 翔 ４位（４位）
９′31″
２区(3km) 清水 直生 ５位（７位） 10′07″
３区(3km) 田渕 佑樹 ６位（７位） 10′17″
４区(3km) 岡部 仁志 ５位（１０位）10′34″
５区(3km) 前岡 拓磨 ５位（７位） 10′32″
６区(3km) 小林 青龍 10 位（１４位）11′01″

１１月の主な行事予定
※行事は変更になる場合があります。
１日(月) 振替休業日
２日(火) ３年高校入試保護者説明会 19:00
５日（金） ２年英検 IBA テスト
３年高校入試保護者説明会１９：００
８日（月） 小６授業体験
生活習慣改善ウィーク～11/14
１１日（木） 県駅伝大会
１２日（金） １年国府町調べ
１６日（火） ２年高校訪問
１８日（木） ３年進路 PTA（三者懇談）
１９日（金） ３年進路 PTA（三者懇談）
２２日（月） 後期中間テスト（５教科）
２４日（水） 後期中間テスト（３年４教科）
２５日（木） ３年性教育講演会、正副室長会
２６日（金） 執行委員会
２７日（土） 参観日
２９日（月） 振替休業日
３０日（火） 校区あいさつ運動（宮ノ下小）
１年性教育講演会、専門委員会

