
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オープンスクール  産 業 祭 

今回の目玉企画！ 

☆卒業生によるオンライン・プレゼン 

☆在校生によるキャンパスツアー 

 

学校紹介や寄宿舎見学も行います。 

 

※事前に参加申込が必要です。 

詳しくはホームページをご覧ください。 

即 売 展 示 

☆加工品、野菜販売 

矢高味噌 

イチゴジャム、 

漬物       など 

☆課題研究スイーツ販売 

☆草花・野菜販売 

学校で栽培、管理した草花・野菜 

☆農産物品評会 

☆課題研究発表 

☆インターンシップ報告 

 

イベント 

☆吹奏楽部演奏 

ご来場の皆さまへ 新型コロナウイルス感染防止対策のお願い 
感染予防のため、時間短縮・入場制限による実施となります。一般入場も可能ですが、施設内への立ち入りは
７０名と制限をさせていただきます（入校証を配布）。退場されたお客様の人数を確認後、待機していただいて
いるお客様を随時、施設内へご案内いたします。飲食物の当日販売（食の広場）は実施しませんのでご了承下
さい。また、生徒は手袋、マスクおよびフェイスガードの着用をしておりますのでご理解ください。 

・一般開放の最終入場時間は１１時３０分までです。 
・体調の悪い方は来校しないでください。 
・必ずマスクを着用してご来場下さい。 
・検温にご協力ください。 
・場内は一方通行になります。係の生徒の指示に従ってください。 
・社会的距離を守ってください。 
・大きな声を出さないでください。 

ご理解・ご協力をお願いいたします。 
 
 



                                            

☆大会結果 (10 月 17 日～10 月 25 日)   ※11月号は表面が産業祭・オープンスクールのチラシとなっています 

☆来月の行事予定 

☆☆☆日頃のニュースやお知らせは、矢上高校ホームページに掲載しておりますので是非ご覧ください！☆☆☆ 

剣道部 

【大会名】島根県高等学校剣道選手権大会 

【期 日】令和 2年 10月 24 日(土)、25日(日) 

【会 場】島根県立体育館 

☆団体戦 

(女子) 予選リーグ 矢上 １―４ 大社 

           矢上 ０―４ 松江東 

(男子) 初戦    矢上 ０―５ 松江南           

☆個人戦  

大山瑞生 ベスト１６   

その他は初戦敗退となりましたが、善戦しました！ 

ソフトテニス部 

【大会名】県新人戦 

【期 日】令和 2年 10月 23 日(金)～25日(日) 

【会 場】石見海浜公園 

☆個人戦     

男子 3ペア、女子 1ペアが出場しました。 

全員初戦敗退となりましたが、善戦しました！ 

☆団体戦（男子）  

矢上 ０―３ 松江北 

部員が増え、念願の団体戦出場を果たしました！ 

バレーボール部 

【大会名】石見地区高等学校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会 

【期 日】令和 2年 10月 17 日(土)、18日(日) 

【会 場】島根県立体育館・島根県立浜田高等学校 

☆予選ｸﾞﾙｰﾌﾟ戦 2 位 

初戦  矢上 ２―１ 益田翔陽  

〔25-19〕〔22-25〕〔15-12〕  

第 2戦 矢上 ０―２ 大田    

〔14-25〕〔11-25〕 

☆中位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦        

初戦  矢上 ０―２ 明誠 〔25-27〕〔16-25〕 

良いところがでてきています。次の大会でも頑張ります！ 

野球部   

2年連続中国大会出場！ 
【大会名】第１３５回秋季中国地区高等学校野球大会 

【期 日】令和 2年 10月 24 日(土) 

【会 場】松江市営野球場 

１回戦  矢上 ３―５ 山口県桜ヶ丘(山口県１位校)  

陸上競技部 

100m,200m,走り高跳びで 1位！ 
他、上位入賞者多数！ 

【大会名】第 92回 西中国陸上競技大会 

【期 日】令和 2年 10月 25日(日) 

【会 場】益田陸上競技場 

一般高校女子 100m  

一般高〃女子 200m 

一般高〃女子 400m 

一般高〃女子 800m  

一般高〃女子走高跳 

一般高〃女子 4×100ｍR  

一般高〃女子砲丸投 

 

一般高校男子 200m 

一般高〃女子 400m 

一般高〃女子 800m  

一般高〃女子 4×100ｍR 

1 位 

1 位 

3位 

4位 

1 位 

3位 

4位 

 

4位 

5位 

4位 

8位 

金子 継 

金子 継 

日高知伽 

日高知伽 

森脇千智 

森脇・上木・金子・日高 

上木杏香音 

 

新井裕太 

新井伊織 

新井伊織 

的場・新井裕・新井伊・和田 

写真部 

3作品が特選！県高校写真展へ！ 

【大会名】高文連秋季コンクール 
【期日】令和 2 年 10月 21日(水) 

特選：基 亮太(１点)、立木史堂(１点) 

      藤井裕也(１点) 

入選：有田稜央(２点)、立木史堂(２点) 

   日野原吏柊(２点)、𠮷村 碧(１点) 

令和 2年 12 月 ～ 令和 3 年 1 月年度当初の予定 

【令和 2年 12月】 

1 日(火)  期末考査 

8 日(火)  産業技術科 

課題研究発表会 

9 日(水)  1 年小論ガイダンス 

14 日(月) 1 年普通科 

GTEC(3 技能) 

15 日(火) 課題テスト(数) 

21 日(月) 寄宿舎大掃除 

25 日(金) 終業式 

【令和 3年 1月】 

6 日(水)  始業式 課題テスト 

7 日(木)  3 年試験発表 

19 日(火) 入学者選抜 

(推薦選抜)〔特別休業日〕 

産業技術科 

3 年生 

課題研究発表会 

12 月 8 日(火) 

模試の日程 3 年生普通科 

12月 4日(金)・ 5日(土)    

11日(金)・12日(土)  

18日(金)・19日(土) 

25日(金)・26日(土) 

1月 14日(月)・ 5日(火) 

全統プレ共通テスト模試 

北予備ファイナル 

共通テスト演習 

     〃 

共通テストリハ―サル 完全閉舎日 

 
閉 寮 

12月 29 日(火) 
AM8:30 

↓ 
開 寮 

1 月 3日(日) 
PM5:00 

 

大学入学共通テスト 

令和 3年 1月 16 日(土)・17日(日) 

 

検定 産業技術科 

12月 12 日(土) 

12月 25 日(金) 

日本農業技術検定 

危険物取扱者試験 

矢 高 だ よ り 令和２年 11 月号 


