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課題を解決する力                                                                                        

 保護者の皆様には、平素から岡山操山高

等学校の教育活動にご理解とご支援をい

ただき、心から感謝申し上げます。 

 岡山操山高校では二学期を迎え、生徒は

学習に、部活動に、そして「松柏祭」の準備に

元気に取り組んでいます。 

 今回の「松柏祭」のテーマは「操 アイの力

で」です。このテーマについて、生徒会執行

部は次のように説明しています。 

 「松柏祭を、操山で良かったと思えるきっ

かけにしたい、操山への誇りを全員で感じた

い、そんな思いからこの『操』という文字にし

ました。そして『操』には『自分の意思や主

義・主張を貫いて、誘惑や困難に負けないこ

と』という意味があります。松柏祭を作ってい

く上で、それぞれの個性を発揮し、高めあっ

ていけたらと思っています。また、『アイ』は

『私』『相手』『愛』という三つの言葉を表して

います。『私』の力で、『相手』と協力して松柏

祭を作っていく、それを可能にするのは、思

いやりの『愛』、そして操山『愛』なのです。」         

（生徒会新聞 東雲より） 

 素晴らしい説明ですね。このように前向き

に心優しく考え、表現し、実行できる操山の

生徒を私は誇りに思います。 

 生徒は現在、限られた時間と空間の中で、

懸命に準備や練習に取り組んでいます。保

護者の皆様も「松柏祭」当日にはぜひ来校く

ださり、力一杯輝いているお子様にご声援

をお願いいたします。 

 

 さて、この夏、日本各地が豪雨に見舞われ、

特に「平成26年8月豪雨」では広島市で甚大
な被害が生じ、多くの尊い人命が失われまし

た。温暖で自然災害の少ない瀬戸内地方で

の今回の災害を考えると、どのような地域に

おいても危機管理意識を高めておくことの重

要性を感じます。 

 現在の日本を考える時、頻発する自然災害

のほかにも、緊迫する国際情勢、超高齢化社

会そして不安定な政治経済など、これまで経

験していない、そして見通しの立たない多くの

問題が行く手に立ち塞がっている様に感じま

す。国だけではなく、社会も個人も(もちろん学

校も)前例のない問題に直面し、その最善解

を自ら創りだしていかなければならない時代

を迎えています。 

 岡山操山高校では、「グローバル人材の育

成」において「育みたい資質」として五つの資

質を挙げています。その一つに「課題解決能

力」があります。 

 生徒は（そして教員も）与えられた問題や解

答が用意されている問題に取り組み、答え合

わせをするのは得意かもしれません。しかし、

人生や社会では予期しない、そして模範解答

のない問題に直面する場合も多々あります。

大切なのは、想定外の問題に直面しても驚き

慌てることなく、まず複雑に絡んだ問題を解き

ほぐし、何が解決すべき課題かを発見するこ

とだと思います。そして様々な選択肢を考え

出して解決策を決め、目標を定めて実行して

いくことが重要ではないでしょうか。 

 生徒が学習や学校行事などの身近な場面

で問題に取り組む経験を積み重ね、課題解

決能力を身に付ていく。そして、自信をもって

大学や社会に歩み出していく。そのような学

校となるように、操山高校では今後も研究と

実践を積み重ねていきたいと考えています。 

校長 松沢 克彦 
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和して流れず 

平成26年度の松柏祭 

２組 武紫伝『紫士の舞』 

６組 アイで繋がる王と姫とときどきジョーカー。 

５組 黄花爛漫～我らが黄金の花咲かせましょう～ 

４組 Blue cruise ～終わらない旅～ 

７組 ド・ド・ミドリランドッ♪ 

１組 PEACH-MEN 

３組 Do you hear the orange? 

ブロックテーマ 

赤 Red it go!  ～赤ヘル軍団～ 

緑 起こせ緑の炎色反応！ 正々CuCu
どうどう

 がんB a
ばりうむ

 

黄 We are super-stars ～we OWe victory to YELL～  

紫 Powerful purple ～つらぬけ武紫道～ 

桃 愛 don’t stoPINK
ストッピンク

!!! 

橙 橙争心
とうそうしん

で橙勝利
だいしょうり

！ 

青 蒼
そう

 藍
あい

の力で ～全体テーマと、か blue
ぶ る

 んかい～ 

1-1,2-2,3-6 

1-2,2-3,3-7 

1-3,2-7,3-5 

1-4,2-6,3-2 

1-5,2-4,3-1 

1-6,2-5,3-3 

1-7,2-1,3-4 

第２号  （松柏祭号） 

３年生グランド演技 （14日(日) 演技順） 

10:30～11:30 松柏祭開会式 
  応援団パフォーマンス 

  オープニングムービー 

  開会宣言 

  学校長挨拶 

  実行委員長挨拶 

  フォーラム報告 

  連絡と諸注意  

11:30～12:20  中学生コーラス９クラス  

13:10～14:30  ２年生ステージ発表  

９月12日（金）  

９月13日（土）文化祭（詳細は裏面） 

 8:50～15:00 

一般公開は 

10:00～   

（第1体育館ステージ発表） 

  8:50～ 9:50 クイズ王に俺はなる！ 
 10:30～12:20 音楽部 
 13:00～13:30 中学校吹奏楽部 
（１・２号館中庭） 

 10:00～13:30 中庭ステージ 

 14:00～14:45 高校吹奏楽部 

8:40～12:00   

 9:00                      

 9:15             

 9:35                      

 9:45            

 10:00               

 10:20 

 10:35 

 10:45                    

 11:10 

 11:25 

 11:40 

12:55～15:30     12:55 
 14:00 

 14:20 

 14:25 

 14:40 

 14:50 

 15:10 

15:30～16:00   

９月14日（日） 体育祭   （雨天順延） 

開会式 

① 80ｍ走        （中・高） 

② ３人４脚リレー    （中・高） 

③ 玉入れ         （中・高女）  

④ スウェーデンリレー  （中・高）     

⑤ 綱引き        （  高  ）       

⑥  障害物リレー        （中・高） 

⑦ 大玉神輿       （ 中 ）       

⑧  大玉転がしリレー   （  高  ）     

⑨ 騎馬戦              （  高  ）                        

⑩ 10リトルインディアン（中・高）          

⑪ 人見絹枝記念レース  （ 有志 ）                         

⑫ ３年生グランド演技 （ 高３ ）   

⑬  部対抗リレー       （ 有志 ）                           

⑭  10人11脚          （中・高）             

⑮  1000ｍリレー      （中・高）          

⑯  長縄跳び          （中・高）               

⑰  ブロック対抗リレー  （中・高）        

⑱ フォ－クダンス    （中・高）                          

閉会式  

※時間は進行具合により多少前後することをご了承ください。 

２年生ステージ発表 （12日(金) 演技順） 

２組 Red it go ～ありのままで～ 

７組 おさるのジョージ☆バナナ大作戦 

４組 天下桃一
てんかとういつ

 ～愛と絆とfuture?～ 

５組 葛橙
かっとう

の末、橙橙
とうとう

見つけた！！ 

３組 オフの魔法使い ～inモスグリーンシティ～ 

６組 Purple Venus 

１組 
Alice in Wonderblue

ワ ン ダ ブ ル

 藍land
アイランド

 

第66回松柏祭テーマ 

操  アイの力で 
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参加団体  発表場所 タイトル  内   容  

 ディベート  １号館２階  夏、ディベート、ティーパーティー！  過年度に受賞した賞状や盾、ディベートに関するパンフ
レット等の展示。 

 SOZAN国際塾  １号館２階  君たちが操山・岡山・世界を変える！～魁～  国際塾の広報。AMDA活動紹介。東日本大震災被災地
訪問の報告。 

 山岳  １号館２階 山岳部のほとんどすべてをお見せします。 テントや装備品などの展示。 

 文學  ２号館１階  文學喫茶へようこそ～お茶と共に文學を～  文学喫茶。「操苑」の販売。 

 美術  ２号館１階  ツナーギーを探せ～６年目の真実～  部員の作品の展示。（景品との引き替え有り） 

 保健委員会  ２号館１階  操 アイのカラダを-Let’s study my health  免疫・食事・運動・消化器・循環器の５つの面から展示。
操山人間ドック（肺活量測定）、運動部の活動写真展示。 

 科学  ２号館２階  Science☆worldへようこそ  プラネタリウムやホバークラフトの展示。科学実験をしま

す。合宿（星）の写真の展示など。 

 ＥＳＳ  ２号館２階 なりきり！！「ハリーポッター」言葉の研究 ハリーポッターに登場する呪文の言葉の由来、個々の

キャラクターのなまり、セリフなどの分析、紹介 

 将棋  ２号館２階  レッツ端攻め～香車と桂馬のチカラで～  部員との対局。詰将棋を解いてもらう。 

 漫画研究  ２号館２階 来れば分かる。 スケッチブックへの自由描き込み。部誌の配布や販売。黒板

キャラしりとり。部員によるコスプレ。手作りうちわの抽選会。  

 写真  ２号館２階 魅せる写真 ‒SOZAN Photo Labo 写真や機材の展示。絵葉書の販売、プレゼント。 

 書道  ２号館２階  操山の夏はまだ終わらない、終わらせない  書道パフォーマンス、作品（条幅、色紙）の展示 

 パソコン  ２号館３階 パソコン部の本気（ ） 今年はやりました 制作したRPGの配布、体験。制作した動画の上映。サッ

カーロボ、パソコン機材の展示。 

 新聞  ２号館３階  新聞祭！  過去に発行した新聞の展示。新号の配布。 

 生物  ３号館１階 わたしと西瓜と蛙と 飼育している動植物の展示、簡単な実験 

 ＪＲＣ  １号館１階 
 ピロティー 

JRC部がお届けする様々なラインナップ 活動でつくったお菓子の販売。スーパーボールすくい。

パネル展示。 

 茶華道  70周年記念 

 館２階和室 

 来てね！お茶会へ．テーマは「お月見」です  お茶席と生け花を用意して、お茶会を開きます。 

(11:00～14:20) 

 演劇  70周年記念 

 館３階 
 桃太郎と鬼にされたオニ（高校） 

 おとぎの国のアリス（中学） 
 高校（10:45～11:45）（12:30～13:30） 

 中学(14:00～15:00) 

 筝曲  100周年記念 
 館２階会議室 

「富士」～日本の文化・日本の原点～ 五段返し・さらし、未来花、富士、月下美人、おもちゃの

チャチャチャなどを箏で演奏します。(10:30～11:00) 

 音楽  第１体育館  LIVE in 松柏祭   バンド演奏（10:20～12:00) 

 吹奏楽  １・２号館中庭 奏！アイの力で！！ 演奏、ダンス、先生カラオケ 

保護者模擬店  ３号館２階  おにぎり、パン、から揚げ、飲み物などの販売 

生徒模擬店  ２号館３階  ポップコーンの販売 

文化祭展示一覧 （13日（土）10:00～） 

和して流れず 

第２号  （松柏祭号） 

自家用車でのご来校

は、ご遠慮ください。

（駐車スペースがあり

ません。） 

周辺施設への駐車も 

迷惑をおかけするの

で、おやめください。 

上履きをご持参くださ

い。 

〈お願い〉 
１組 ２号館１階 

２組 
２号館１階 

３組 ２号館２階 

４組 ２号館２階 

５組 ２号館３階 

６組 ２号館３階 

７組 ２号館３階 

オオカミを威嚇せよ～赤ずきんの名のもとに～ 

Welcome to neverland 

3kumi 伝説～屋台革命～ 

迷宮病院～今夜も一人でトイレに行けない～ 

ぶらり鬼退治の旅 

橙ナミックなscience橙冒険！ 

脱蒼from海底７万マイル 

赤ずきんの世界をゲーム体験 

ピーターパンの世界をイメー

ジしたミニゲーム 

夏祭りの屋台ゲーム 

紫色にかけたお化け屋敷 

桃太郎に関するゲーム 

理科に関するゲームやクイズ 

アトラクション迷路 

１年生体験型展示発表 （13日(土)10:00～） 

展示場所や内容は変更する場合があります。ご了承ください。 
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２学期の主な行事 

和して流れず 

第２号  （松柏祭号） 

９/12(金)～14(日) 松柏祭 

９/16(火)・17(水) 振替休業日 

９/20(土) １・２年土曜活用講座 

           １年生保護者説明会 

９/27(土) １・２年土曜活用講座 

      ２年生保護者説明会 

９/29(月) 生徒会役員選挙 

９/30(火) １・２年第２回実力テスト 

10/１(水) ２年第２回実力テスト 

10/２(木) 中高参観日（本校保護者対象） 

10/７(火) 開校記念行事・芸術鑑賞会 

10/14(火)～10/17(金) 第３回学力テスト 

11/８(土) １・２年土曜活用講座 

11/10(月)～11(火) ３年第４回模擬テスト 

11/11(火) ＰＴＡ母の会研修旅行 

11/15(土) １・２年土曜活用講座 

12/１(月)～６(土) 第４回学力テスト 

12/８(月)･９(火)  ３年保護者懇談中心日 

12/８(月)～24(水) １・２年平常授業 

12/10(水)～24(水) ３年平常授業 

12/12(金) １・２年球技大会 

12/24(水) 終業式 

12/25(木)・26(金) ３年特別授業Ａ 

12/25(木)・26(金) １・２年保護者懇談中心日 

 第２回保護者説明会が行われます 

  次の通り１・２年生の第２回保護者説明会がおこなわれます。今回の説明

会は科目選択を中心に、外部講師による「進路講演会」および各課からの

説明をさせていただきます。お忙しいとは存じますがぜひご参加いただきま

すようお願い申し上げます。 

 １年生：９月20日(土)14：00～16：30（13:30～受付） 

  ２年生：９月27日(土)13：30～15：50（13:00～受付） 

     おかやま西川原プラザ （１・２年生とも同じ会場で行います。） 

       （岡山市中区西川原255番地）      

 （駐車場には限りがあります。できるだけ公共の交通機関をご利用 

  ください。） 

 １学期末に既にお知らせしておりますが、毎年恒例のＰＴＡ母の会研修旅行を、今年度も次の通

り計画しております。 

   日 時：11月11日(火) 8:45 学校集合  17:40 学校帰着(予定) 

   コース：山陰方面(足立美術館)  

 参加ご希望の方は、９月12日(金)・13(土)・14日(日)の松柏祭期間中に事務室まで、参加申込書

に費用を添えてお申し込みください。 

 ＰＴＡ母の会 研修旅行について 

「松柏祭」 について 
 「岡山県第二岡山中学校(略称・二中）」で培われた「松柏の精神」。操山高校では文化祭と体育祭

をあわせて松柏祭とよんでいます。 

 松柏祭のテーマは、リーダー研修会を経て、毎年生徒会が設定しています。今年は｢操 アイの力

で」。操山への誇りを全員で感じたい、私（アイ）の力で相手と協力して松柏祭を作っていこ

うという願いを、掛け声の“そう”にかけています。 

 ８月22日に行われたブロック集会でブロックの団結を確認し、いよいよ準備・練習が始まりました。短期間

でどれだけのものを創りあげることができるのか、操山生の力の見せどころです。 

 個々の展示・発表だけでなく、学校全体の一体感も松柏祭の醍醐味です。ぜひご来校ください。 


