
 
文部科学省指定事業:地域との協働による高等学校教育改革推進事業 

おおなん協育プロジェクトが進行中！ 
～ 邑南町総がかり！協働で育む“協育”カリキュラムの開発 ～ 

矢上高校は、地域魅力化に力を入れている全国37校の中から6校に選ばれ、文部科学省指定の地域人材育成プログラ

ム開発をしています。普通科2年生は11月14日～16日の研修旅行では立命館大学にて中間発表を行います。発表にむ

けて準備中です！！ 

 
★来月の行事予定 

 

矢 高 だ よ り 令和４年 10月号 

地域の協育パートナーさんと 
         作戦会議！！ 
 協育パートナーさんたちから、地域の

状況を教えてもらい、これからの企画に

ついてアイディアを出しました。協育パ

ートナーさんは、その場で地域のどんな

資源を活用できそうかについて話をし

てくださり、「やってみたい」から「でき

そう」に変わりつつある生徒の様子を見

ることができました！ 

フィールドワークや発表準備に 
取り組んでいます！！ 

 2年生たちは４月から取り組みを始め

ているプロジェクトを11月の研修旅行

にて中間発表を行います！ 

 その発表に向けて9月26日の授業で

プレゼンテーション資料の作成を始めま

した。中間発表は11月1５日に行うた

め、資料の締め切りは11月7日！意外

と期間が少ないことにみんな驚いていましたが、協育パートナーの方にもアドバイスを頂きながら資料作りを進めていま

す。大学生の前での発表になるのでみんなドキドキですが、チーム一丸となって発表に向けて取り組んでいます！ 

産業祭 ・ 第 2回オープンスクール 
１１/12（土）  農産品等販売！（産業技術科各会場） 

新型コロナウイルス感染予防対策を万全にして開催します。お楽しみに！ 
※詳細は今後ホームページ等でお知らせいたします。 

☆お知らせ☆ 

第2回 

PTA役員会・ 

代議員会 

１１月８日(火) 

・役員会  １８：００～ 

・代議員会 １９：００～ 

※視聴覚室(4階)にご参集下さい 

令和4年１１月の予定 

1日(火) 衣替え･身だしなみ検査 

 6日(日) 英検(2次) 

 8日(火) 第 2 回ＰＴＡ役員会、代表議会 

12日(土) 産業祭、第2回ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ 

14日(月) 振替休日(産業技術科のみ) 

14 日(月)～１６日(水) 研修旅行(普通科 2 年) 

17日(木) 試験発表 

       部活動停止期間開始 

24日(木)25日(金)    期末試験  

２8日(月)29日(火)       〃 

普通科 模試の日程 

【３年生】 

大学別オープン模試       

全統プレ共通テスト模試   

 

【２年生】  進研模試       

 

【１年生】  進研模試       

 

３日(木) 

４日(金) 

～５日(土) 

７日（月） 

～８日(火) 

７日（月）    

産業技術科 進路関係 

【１年生】【２年生】   

       進路マップ    ７日（月）    



☆大会結果 (８月1日～10月2日)   応援ありがとうございました！ 

陸上競技部 

【大会名】第75回全国高等学校総合体育大会(インターハイ) 

令和4年8月5日(金)～7日(日)/鳴門･大塚ポカリスエットスタジアム 

・森脇千智 走高跳NM(1m62cm以上が公式記録となるため) 

 ※全国で34名、中国地方からは1名のみが突破し決勝へ。 

  森脇さんも大変惜しかったです。(自己ベストは1m60cm) 

 

【大会名】JOCジュニアオリンピックカップ 

     第53回U16陸上競技大会島根県予選 

令和4年8月27日(土)/松江市営陸上競技場 

・日高瑛太：U16男子ジャベリックスロー優勝(４８ｍ０４) 

      ※第53回U16陸上競技大会(愛媛)出場権獲得 

・城納真由：U16女子1000m決勝進出 

 

【大会名】第68回島根県高等学校新人陸上競技大会 

令和4年9月17日(土)･18日(日)/益田陸上競技場 

・走幅跳 上田康生 記録6.83m 第2位(中国大会出場権獲得) 

・やり投 日高瑛太 記録41.16m 第3位(中国大会出場権獲得) 

・女子4×400mR 石川音羽、城納真由、出店優花、野田一葉  

       記録4:16.79秒 第2位(中国大会出場権獲得) 

・1年100m  青木亮太   記録11.47秒  第3位 

・2年100m 畑野颯太   記録11.27秒  第4位 

・800m   柳幸大和   記録2:07.95秒 第6位 

・三段跳  上田康生   記録 12.53m   第6位 

・4×100mR 畑野颯太、上田康生、日高瑛太、青木亮太 

             記録43.40秒  第4位 

・4×400mR 青木亮太、畑野颯太、日高瑛太、重岡幸能 

             記録3:39.65秒 第4位 

・1年100m    野田一葉  記録12.93秒  第4位 

・200m    野田一葉  記録27.12秒  第5位 

・800m      城納真由  記録2:30.60秒 第4位 

・走幅跳   出店優花  記録 1.46m   第5位 

・砲丸投    出店優花  記録 7.74m    第5位 

       三浦亜優  記録 7.28m   第8位 

・ハンマー投げ 北村萌江 記録 24.61m   第5位 

 

【大会名】第31回中国高等学校新人陸上競技対校選手権大会 

令和4年10月1日(土)･2日(日)/維新みらいふスタジアム(山口県) 

・走幅跳  上田康生 第6位入賞 記録6m83※自己ベスト更新 

・やり投 日高瑛太 記録43m04  ※自己ベスト更新 

・100m    野田一葉 記録12.96秒 

・砲丸投  出店優花 記録7m58 

・女子4×400mR  野田一葉、出店優花、石川音羽、城納真由 

          記録4:13.05秒   ※ベスト更新 

 

ソフトテニス部 

【大会名】県選手権大会 

令和4年9月17日(土)･18日(日) /浜山運動公園テニスコート 

 男子4ペア、女子1ペア出場 

 ・杉本  迅、高瀬璃來ペア   ※ベスト１６ 

 ・高田翔司、細貝一幸ペア  ※ベスト３２ 

バドミントン部 
【大会名】第48回島根県高等学校バドミントン選手権大会 

令和4年9月10日(土)/浜山公園体育館 

・男子ダブルス 

        大房歩夢･森下瑠之介ペア ※ベスト１６ 

 ・女子ダブルス 

      谷口ここな･吉岡明香ペア ※ベスト８ 

 ・男子シングルス  森下瑠之介 ※ベスト１６ 

 ・女子シングルス  谷口ここな ※ベスト１６ 

 
野球部   

【大会名】島根県高等学校秋季野球大会 
 令和4年9月17日(土)/益田市民球場 
 1次大会     矢上 10－0 松江工業 (5回コールド) 
令和4年9月24日(土)･25日(日)/松江市営野球場 
 ・２次大会   矢上 9－2 邇摩   (7回コールド) 
 ・準々決勝    矢上 3－6 益田東 
 
文芸部 
【大会名】令和4年度 島根県高文連文芸コンクール 
令和4年8月中 
 俳句の部 優良作 杉本唯斗 (3年) 米村柚希 (2年) 
          島津晴夏 (1年) 
      佳 作 杉本  迅 (2年) 山田琉偉 (2年) 
          井上連也 (1年) 
 短歌の部 佳 作 米村柚希 (2年) 
 
【大会名】令和4年度高文連書道コンクール 
令和4年7月中 
           佳  作 今田みらい(3年) 
               中田海陽 (3年) 
               宮本貴史 (3年) 

吹奏楽部 
【大会名】第63回全日本吹奏楽コンクール島根県大会 

令和4年8月6日(土)/出雲市民会館 

高等学校小編成の部 銀賞 
 

【大会名】島根県高等学校音楽コンクール 

 令和4年 9月13日(火)/島根県民会館 

 ・ピアノの部   植田恵理（2年） 金賞 

 ・金管楽器の部  寺本佳織（1年） 金賞 

 ・声楽の部    服部綾夏（2年） 銅賞 

 
水泳 
【大会名】島根県高等学校新人水泳競技大会 

令和4年8月28日(日)/島根県立水泳プール 

 出場選手 栗原崚太(1年) 

 ・男子200m自由形 ２位(15人中) 

           ※自己ベスト更新 →中国新人へ 

 ・男子400m自由形 優勝(9人中)→中国新人へ 

 

卓球部 

【大会名】島根県高等学校１年生卓球大会 

令和4年8月21日(日) /大田総合体育館 

 ・団体 男子 1回戦 矢上 0－3 松江高専 

 ・個人戦 

  岸本俊平 3回戦進出 ※ベスト３２ 

  渡利勇大 2回戦進出 (1回戦不戦勝) 

☆☆☆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！☆☆☆ 


