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        総務課 

二学期を迎えて 

 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。  

 猛暑の夏もようやく終わりに近づき、朝晩

は秋の訪れを感ずる季節になりましたが、

いかがお過ごしでしょうか。 

 岡山操山高等学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

備に懸命に取り組んでいます。 

 今年の松柏祭のテーマは、「ＨＥＲＯ is  

 ＨＥＲＥ―ココで輝け―」です。このテーマに

は、「個々(ココ)の生徒がヒーローとして、こ

こ(ココ)操山で輝け！」という意味がある

（生徒会執行部談）とのことです。 

 このテーマのとおり、生徒は、自分が主役

だという自覚のもと、一人ひとりが主体的

に、また意欲的に松柏祭の準備や練習に

取り組んでいます。松柏祭当日、生徒たち

は溢れる青春のパワーで私たちを圧倒し

てくれるものと期待しています。保護者の皆

様も松柏祭にはぜひ来校くださり、力一杯

輝いているお子様に盛大なご声援をお願

いしたいと存じます。 

 この松柏祭が終了した頃、センター試験

まであと三ヶ月という時期を迎え、３年生は

大学入試最前線に身を置くことになります。

私は毎年、本校３年生の、松柏祭から受験

体勢への切り替えの素早さ・完璧さに感心

しています。この切り替えの秘訣は、生徒が

松柏祭でいかに完全燃焼するかにあるの

でしょう。不死鳥が自身の体を燃やし尽くし

た後に新しくよみがえってくるように、松柏祭

で完全燃焼した３年生の皆さんも、内側から

新たに渾々と沸き上がる力で大学入試を乗

り越え、人生の大海原に漕ぎ出してくれるも

のと期待しています。 

 さて、今年６月、「岡山操山高等学校五期生

の会（操五会）」が「操五会傘寿記念誌 その

時１０歳のわたしは」を刊行されました。操五

会は昭和２９年に卒業された本校５期生の

会で、「その時１０歳のわたしは」は、昭和２０

年６月２９日の岡山空襲を中心に、当時１０

歳だった操五会の皆様の戦争体験を編集さ

れたものです。 

 この「その時１０歳のわたしは」に収められ

ている７２編の手記には、火の海と化した岡

山市街地、道端に横たわる多くの遺体、そし

て行方の分からない家族や級友を探す子ど

もの姿など、体験した方だけが語ることので

きる悲しく辛い思い出が記されています。戦

争を知らない世代に戦争の悲惨さを語り伝

えるための貴重な記録と言えるでしょう。  

 戦後７０年を迎えた今年、戦争や紛争、ある

いは安全保障に関する多くの様々な情報が

私たちに伝えられています。このような情報

を吟味し、正しく問題を把握するためには、自

分が属する国や地域そして世界の様々な国

や地域の歴史、文化あるいは思想等を客観

的に理解することが必要です。また、現在は、

情報、金融あるいは文化等が国境や地理的

距離を越え、互いに連動しながら急速に変

化していることを理解することも必要です。私

はこのような知識や理解が、これからの社会

に求められる「教養」であると考えています。  

 生徒が、国や世界の動向を正しく理解し、

国が進むべき道を正しく選択する国民として

成長するために、そして、その生涯において

決して戦争の悲惨さを体験することがない

ために、本校では引き続き「幅広く深い教養」

の育成に努めたいと思います。 

校長 松沢 克彦 
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和して流れず 

平成27年度の松柏祭 

１組 Shade makes Light rightー必陽十分ー  

５組 橙継がれしダンスパーティーナイト 

７組 桃源郷の，人民による，人民のための改革 

４組 ミドリのおどりでHighGreen!! 

２組 菫 物 語
スミレモノガタリ

～姫の運命はいかに～ 

６組 紅輝燦然
こうきさんぜん

～輝け緋色
ひ い ろ

’s  

３組 You just watch my Blue heart! 見てろよ青の魂 

ブロックテーマ 

赤 天火分け目の赤ヶ原
せきがはら

 

   ～勝たなアカンで！勝たせて紅？～ 
1-4,2-3,3-6 

桃 Peachをchanceに！桃操心
とうそうしん

を燃やせ！！ 

   ～学校を桃色で染めろ～ 
1-6,2-1,3-7 

黄 Keyllow is here.～黄愛
き あ い

と友黄
ゆ う き

で誇黄
こ こ

で輝け～ 1-2,2-7,3-1 

紫 校内王者ムラサキング！ 1-7,2-5,3-2 

緑 操緑全開
そうりょくぜんかい

，緑が勝利を掴ミドリ！ 1-3,2-4,3-4 

橙 橙代無双
とうだいむそう

 ～ 橙
だいだい

継がれし橙一色～ 1-1,2-2,3-5 

青 「青覇
あ お は

RIDE
ら い ど

」蒼力あげて上映中！ 1-5,2-6,3-3 

第２号  （松柏祭号） 

３年生グラウンド演技 （13日(日) 演技順） 

９月11日（金）  

10:30～11:15 松柏祭開会式 
  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 

  応援団パフォーマンス 

  SOZAN 国際塾活動報告（高） 

  連絡と諸注意 

11:15～12:00  中学生コーラス９クラス  

13:00～14:00  ２年生ステージ発表  

９月12日（土）文化祭（詳細は裏面） 

 8:40～15:00 

一般公開は 

10:00～   

（第1体育館ステージ発表） 
   8:40～  8:50 部活動CM上映（前半） 

  8:50～  9:40 クイズ王に俺はなる！ 

  9:40～  9:50 テーマソング 

  9:50～10:00  部活動CM上映（後半） 

（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 

９月13日（日） 体育祭   （雨天順延） 

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 

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 ）                         

12:55～15:30     12:55 
 14:00 

 14:20 

 14:25 

 14:40 

 14:50 

 15:10 

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）                          

15:30～16:00   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 （11日(金) 演技順） 

２組 今昔みかん物語 

７組 水戸黄門～御隠居戦隊ミトコンジャー～ 

６組 Water
み ず

 ＋
ぷらす

 Ray
ひかり

 →
は

･･･？ 

５組 源紫物語
げんじものがたり

～つかもうぜPURPLEBALL～ 

４組 竹取物語 ～緑の国のお姫様～ 

１組 ヒーローここに桃場～白桃姫救出大作戦～ 

３組 赤ヶ原で戦え！ 

第66回松柏祭テーマ 

HERO is HERE 
 ーココで輝けー 
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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  今年もやります！ディベート ティーパーティー！  過年度の表彰に関する展示，広報活動 

 SOZAN国際塾  １号館２階  操山高校塾生の日常  国際塾の活動紹介，研究内容の展示 

 山岳  １号館２階 頂きをめざせ。 活動に関する写真や物の展示 

 文學  ２号館１階  文學喫茶  飲み物を飲みながら過去の部誌の閲覧，販売 

 美術  ２号館１階  来たれ！岡山美操  作品展示，部員作成のポストカード販売。売り上げは募金。 

 保健委員会  ２号館１階  SGH～スーパーグローバル保健室～  肺活量測定，写真展示，日本の食についての展示 

 図書委員会  ２号館１階  図書委員会 チャリティー古本市  生徒・教員からの古本を販売，収益をAMDAに寄付。 

 科学  ２号館２階  とある科学部の理科体験  プラネタリウム，スーパーボール作り，科学実験 

 漫画研究  ２号館２階 漫画研究部へようこそ！無料冊子もあるわ。 
冊子の配布，落書きスペース，キャラ名しりとり，コスプ

レ，オリジナルうちわ配布 

 写真  ２号館２階 写真部へようこそ！ミッケもあるぜ。 
写真の展示。今までに撮影した写真や当日の記念写真    

（即現像）を一枚30円で販売する。 

 生物  ２号館２階 ビーカーの中をのぞいてごらん。 
 ヒドラのプレゼン（3回程度）。微生物プラバン作成。サク  

 ラについてのパネル展示。生物の展示。 

 パソコン  ２号館２階 去年とは，一味違うぜ パソコン部 
 オリジナルロールプレイングゲームのデモプレイ及び配   

 布，自主製作動画の放映 

 新聞  ２号館２階  発見！“岡山操山”の歴史 ここにあり 
 創刊号から最新号までの展示と松柏祭にテーマをし  

 ぼっての特別展示 

 書道  ２号館３階  VIVA☆操山書道部  書道パフォーマンス(中庭10:45～11:00），作品展示 

 ＪＲＣ 
 １号館１階 

 ピロティー 
JRCへようこそ！お菓子もあるよ，来てね！ 

月に一回交流している「いちにのさん」の方々と一緒に

作ったお菓子販売，募金，スーパーボールすくい  

 茶華道 
 70周年記念 

 館２階和室 
 「和」の世界を味わってみませんか！  お茶会と生け花の展示 

 演劇 
 70周年記念 

 館３階 
 「新羅生門」（高校） 

 高校 (10:45ー11:45) (12:30～13:30) 

  

 筝曲  ２号館１階 お箏の曲や有名な曲を聴いてみませんか？ 今まで練習してきた中から数曲演奏。（10:30～約３０分） 

 音楽  第１体育館  Live by 音楽部 バンドでアツイ生演奏  幅広いジャンルの曲演奏 (10:30～12:20) 

 吹奏楽 １・2号館中庭 SUISO is HERE. 吹奏楽演奏，先生カラオケ，部員によるダンス 

 修学旅行委員会  ２号館３階  東京・シンガポール各方面のレポート展示  

 保護者模擬店  ３号館２階  おにぎり，からあげ，パン，お弁当，飲み物の販売   

 生徒模擬店  ２号館２階  ワッフルの販売  

文化祭展示一覧 （12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３階 まーまれーど☆ほーむ 環境問題について考えるお化け屋敷 

２組 ２号館３階 ミニオンとバナナ泥棒 ミニオンをモチーフとしたゲーム 

３組 ２号館３階 ３trees car
スリーツリーズカー

ニバル～3組の森を解明せよ～ ロディに乗ってゴールをめざす 

４組 ２号館３階 WELCOME TO THE RED WORLD 世界を救う体験型RPG 

５組 ２号館３階 Where is HERO?～青い海を制覇せよ！～ 人魚姫の世界観を表現 

６組 ２号館３階 We are helpink
ヘ ル ピ ン ク

 for princess 

    ～桃の森の危機を脱せよ！～ 
捕らわれたプリンセス救出ゲーム 

７組 ２号館３階 
不紫議のダンジョン～ムラサキングを探せ～ RPG感覚で楽しめる迷路型縁日 

１年生体験型展示発表 （12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） 

９/11(金)～13(日) 松柏祭 

９/14(月)・15(火) 振替休業日 

９/19(土) １・２年土曜活用講座 

           １年生保護者説明会 

９/26(土) １・２・３年土曜活用講座 

      ２年生保護者説明会 

９/28(月) 生徒会役員選挙 

９/29(火) １・２年第２回実力テスト 

９/30(水) ２年第２回実力テスト 

10/１(木) 開校記念行事・芸術鑑賞会 

10/６(火) 中高参観日（本校保護者対象） 

10/13(火)～10/16(金) 第３回学力テスト 

11/６(金) ＰＴＡ母の会研修旅行 

11/７(土) １・２年土曜活用講座 

11/９(月)～10(火) ３年第４回模擬テスト 

11/14(土) １・２年土曜活用講座 

12/３(木)～９(水) 第４回学力テスト 

12/10(木)･11(金)  ３年保護者懇談中心日 

12/10(木)～22(火) １・２年平常授業 

12/11(金) １・２年球技大会 

12/14(月)～22(火) ３年平常授業 

12/24(木) 終業式 

12/24(木)・25(金) １・２年保護者懇談中心日 

12/25(金)・28(月) ３年特別授業Ａ 

 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19日(土)14：00～16：30（13:30～受付） 

  ２年生：９月26日(土)14：00～16：30（13:30～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６日(金) 8:45 学校集合  17:50 学校帰着(予定) 

   コース：徳島方面（大塚国際美術館）  

 参加ご希望の方は、９月11日(金)・12(土)・13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｢HERO is 

HERE ーココで輝けー」。サブタイトルの「ココ」には「個々」と「ここ操山で」がかけられています。

それぞれが HERO となり輝ける松柏祭を創っていきます。 

 ８月21日に行われたブロック集会で各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。 


