
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オープンスクール  産 業 祭 

今回の目玉企画！ 

☆授業体験 

☆部活動体験アトラクション 

☆選択プログラム 

 ・フリー散策 

 ・ガイド付き産業祭ツアー 

☆寄宿舎見学 

※オープンスクールは事前に参加申込が必要です。 

即 売 展 示 

☆加工品・野菜販売 

 矢高味噌、漬け物 

 イチゴジャムなど 

 

☆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・作品展示 

☆インターンシップ報告 

 

イベント 

☆吹奏楽部演奏 11:15～ 

☆持ち帰り飲食物の販売 

 
産業祭ご来場の皆さまへ 新型コロナウイルス感染症対策のお願い 

 

・一般開放の最終入場時間は１１時３０分までとさせていただきます。 

・必ずマスクを着用してご来校ください。 

・体調の悪い方は(当日体温 37.0℃以上)来校をご遠慮ください。 

・入場の際は手指消毒の協力をお願いいたします。 

 販売場所･展示会場では、入場制限を行うこともあります。 

 

ご理解・ご協力をお願いいたします。 



                                            ※11 月号表面は、産業祭・オープンスクールのチラシとなっています 
 
 
☆大会結果 (10 月 3 日～11 月 6 日)   

☆来月の予定 

☆☆☆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！☆☆☆ 

 
産業技術科（農業クラブ） 
第７３回日本学校農業クラブ全国大会 令和４年度北陸大会農業鑑定競技会  
10 月 26 日(水)･27 日(木)/福井県産業会館 
 【農業分野】優秀賞 山田聖 
 【畜産分野】出場  高田優希奈 
 
 
 
バドミントン部 
第 51回島根県高等学校ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ新人大会 
10 月 28 日(金)～30 日(日)/松江市総合体育館 
 ☆個人戦 
 【男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ】森下瑠之介・大房歩夢 ベスト 16 
 【男子ｼﾝｸﾞﾙｽ】森下瑠之介           ベスト 16 
 【女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ】谷口ここな・吉岡明香 ベスト 8 
               安野由珠・青木心   ベスト 32 
 【女子ｼﾝｸﾞﾙｽ】谷口ここな ベスト 16 
         安野由珠 森脇美結 吉岡明香 青木心 ベスト 32  
 ☆学校対抗戦 
 【男子】 
  1 回戦 矢上 3－2 邇摩   2 回戦 矢上 3－2 松江南 
  準決勝 矢上 0－3 松徳学院 3 位 
 【女子】 
  1 回戦 矢上 3－0 邇摩   2 回戦 矢上 3－1 出雲農林 
  準決勝 矢上 3－2 松江南 
  決勝  矢上 0－3 松江商業 準優勝 
野球部 
石見地区フレッシュトーナメント(旧 1年生大会) 
10 月 8 日(土)･9 日(日)･15 日(土)･16 日(日)/石見スタジアム、益田市民球場  
 1 回戦 矢上 5－4 江津工業 
 2 回戦  矢上 0－7 大田  ※7 回コールド 
 
写真部      
高文連秋季写真コンクール 
11 月 2 日(水)/リモート参加 
【特選】 ･島津晴夏「帰路」「並行世界の窓より」 

･吉川史望「雨鏡」 
･永倉琉晟「夕方と夜の間」 

【入選】 
･日野原吏柊「暮らし」     ･飯石 聖己「唯一の輝き」、「水切り」 
･坂根空飛「きらびやかな地面」 ･花田龍之介「朝露」 
･高瀬璃來「撮影者が映るレンズ」･吉川史望「ふたつの歪んだ世界」 

 
 
文芸部     
第 55回島根県高校書道展 
10 月 27 日(木)～30 日(日)/島根県立美術館 
 出品部門:A 部門(全国大会予選) 中島芽依 奨励賞 
                  題名：臨智証大師諡号勅書 

バスケットボール部 
島根県高等学校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会 
10 月 28 日(金)～30 日(日)/カミアリーナ 
【男子】1 回戦 矢上 68－52  隠岐島前 

2 回戦 矢上 52－100 松江東 
【女子】1 回戦 矢上 57－36  出雲西 
        2 回戦 矢上 57－65  益田翔陽 
 
 
ソフトテニス部 
島根県高等学校ｿﾌﾄﾃﾆｽ新人戦大会 
10 月 28 日(金)～30 日(日)/石見海浜公園、江津運動公園 
 出場数:男子個人戦 4 ペア出場、団体戦出場 
    女子個人戦 1 ペア出場＋B トーナメントに 1 名出場 
【男子】･個人 杉本迅・高瀬璃來ペア      ベスト 32  
    ･団体 1 回戦 矢上 3－0 松江西  
        2 回戦 矢上 2－0 大田  
        準々決勝 矢上 0－2 浜田   ベスト 8 
 【女子】個人 谷柚・原本喜与那ペア      ベスト 32 
★杉本・高瀬ペア ★谷・原本ペア 県インドア出場！ 

 
陸上競技部 
ＪＯＣジュニアオリンピックＵ１６陸上競技大会 
10 月 23 日(日)/愛媛県総合運動公園陸上競技場 
 男子ジャベリックスロー 日高瑛太 43ｍ62(47人中 41位) 
 
第 94回西中国陸上競技大会 
10 月 22 日(土)･23 日(日)/益田陸上競技場 
女子・走幅跳  野田一葉 優勝 
                出店優花 2 位 

・やり投げ 出店優花 優勝  
・800m      城納真由 2 位 
・4×400m 野田一葉 出店優花 城納真由 石川音羽 ２位 
・砲丸投  北村萌江 4 位 、三浦亜優  5 位 
・100m    野田一葉 3 位  ・円盤投 北村萌江 4 位 

男子・400m   重岡幸能 7 位 ・円盤投 貫里一生 6 位 
 
水泳 
第 10回中国高等学校新人水泳競技選手権大会 
10 月 22 日(土)･23 日(日)/倉敷市屋内水泳センター 
  栗原崚太 ・200m 自由形 2:02.35(9 位/28 人中) 
      ・400m 自由形 4:21.74(5 位/25 人中)入賞 
 
 
 
女子バレーボール部 
石見地区高等学校バレーボール選手権大会 
10 月 22 日(土)･23 日(日)/ふれあいジムかなぎ 
 1 回戦 矢上 2－1 大田  
 2 回戦 棄権  順位 7 位 

令和４年１１月末 ～ １2 月 
期 末 試 験 ★ お知らせ ★ 

11 月 

 

 

 

12 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 日(木) 

24 日(木)～25 日(金) 

28 日(月)～29 日(火) 

 

1 日(木) 

7 日(水) 

8 日(木)～9 日(金) 

14 日(水) 

15 日(木)  

21 日(水) 

22 日(木) 

23 日(金) 

26 日(月) 

試験発表･部活動停止 
期末試験 
〃 

 

こころの健康教室(1 年) 

小論･作文ガイダンス(1 年) 

企業研修旅行(産技 2 年) 

短縮授業 

保護者面談期間(～28 日) 

午前中授業 

午前中授業 寄宿舎大掃除 

終業式 3 年生試験発表 

冬季補習(～28 日) 

第２回 PTA 役員会･代表議員会 

 

課題研究発表会 

地域未来探究発表会 

11月 30日(水)  視聴覚室(4階) 

役員会 18：00～ 代議員会 19：00 

12月 19日(月)産業技術科３年生発表 

12月 20日(火)普通科２年生発表 
 

検定試験・模試 

1年生 GTEC(3 技能)          12月 12日(月) 

3年生 共通テスト演習(1回目) 
〃    (２回目) 

共通テストリハ―サル 

12月 16日(金)・17日(土)  
12月 21 日(水)～23 日(金) 
1月 4 日(水)・5日(木) 

大学入学共通テスト 
令和 5年 1月 14日(土)・15日(日) 島根県立大学 

矢 高 だ よ り 令和４年 11 月号 

秋の大会で上位続出！矢高生が大躍進！！ 

祝！全国優秀賞！ 

祝！県インドア大会出場権獲得！ 

祝！優勝！ 

祝！女子準優勝！男子 3 位！ 

８年ぶり上位トーナメント進出！ 
祝！入賞！ 

祝！入賞！ 


