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1日体験入学がありました 
6月 19日（土）、近隣の中学校の中学生を対象に本校の一日体験入学があり
ました。益田市内の中学校に加え、浜田市内の中学校、鹿足地区の中学校、山
口県の田万川地区の各中学校から 223名の中学生が参加しました。参加した中
学生たちは体育館での全体説明の後、希望の学科・コースに分かれ、様々な体
験学習を行いました。体験学習では、本校の教員だけでなく、本校の生徒も指
導・補助に加わり、中学生たちとふれ合いました。 

僕たちは男子 27人、女子１人のクラス
です。３Tは男女関係なく仲が良いです。
そして男子の人数が多いため教室はいつ

もにぎやかです。それから、体を動かす

ことが好きな３T は昼休みには外や体育
館に行って球技をやっています。どんな

に暑くてもギリギリの時間までやるため

昼休みのあとの掃除の時間では、汗だく

でやることがよくあります。 
こんなクラスでも勉強だけは難があり、欠点科目を持つ者が多かったのですが、３年生

になって焦ってきたのかわかりませんが、１学期の中間テストでは今までにないくらいの

好成績を残すことができました。 
そして光栄なことに、僕たち３T は益田翔陽高校の最後の環境土木科です。取りを飾ら
してもらうということで、今までの T 科の先輩方に恥じぬように頑張りたいと思います。
残り少ない青春をできるかぎり満喫します。       T . I 

総体結果報告 

第 53回中国高等学校弓道選手権大会を終えて（弓道部） 
6月18～20日に広島市の県立総合体育館弓道場で開催された中国

大会に個人戦女子 3名、男子 1名、団体戦に女子団体が出場しまし
た。4月の県予選では昨年に続き団体優勝 2連覇を果たしましたが、
県総体では期待されながら良い結果が出ませんでした。 
個人戦は思うように的中が伸びず、惜しくも入賞を逃しましたが、

団体戦(32チーム)では 10位タイ(ベスト 16)で予選を通過しました。
的中は決して満足できる数ではありませんでしたが、トーナメント
戦という試合形式のため、結果的には準優勝できました。 
今大会後からは本格的に 2年中心のチームになります。今年 3月

の全国選抜で 1 年生ながら個人で全国準優勝を経験した部員もお
り、今回の団体準優勝も含めよい経験ができ自信になったと思うの
で、次の新人戦、全国選抜県予選に期待したいと思います。 

（弓道部 顧問 藤野） 

クラス紹介 環境土木科 3年 
 
1日(木) 校内球技大会    13日(火) 県農業クラブ 

[2日(金)まで]              プロジェクト発表大会 
2日(金) 文書処理技術検定   15日(木) ワックスがけ 

[3日(土)まで]    20日(火) 終業式  分団集会② 
5日(月) 壮行式        25日(日) 第 2種電気工事士実技試験 
6日(火) 県農業クラブ                               (於:松江) 

意見発表大会      27日(火) 県農業クラブ平板測量競技 
(於:矢上交流センター)                        (於:本校) 
3年生夏季補習開始   28日(水) 県農業クラブ農業鑑定競技 

[30日(金)まで]                           (於:本校) 
7日(水) 地区高体連                 ボイラー2級試験 (於:山口) 
9日(金) 第 1回漢字検定   30日(金) 県農業クラブ農業情報処理 

10日(土) 第 1回数学検定             競技大会 (於:出雲農林) 
11日(日) 第 1回英語検定    

(2次試験)     
 

7月行事予定 

6月 7日(月)に、本校体育館において今年度の県総体結果報告会があり、
各部のキャプテンから結果報告がありました。結果は以下の通りです。 
 
サッカー部  [1回戦] 益田翔陽 0-0 [PK 2-4 ] 出雲北陵 
男子バスケ部 [2回戦] 益田翔陽 79-51 大田 [3回戦] 益田翔陽 79-88 松江高専 
女子バスケ部 [1回戦] 益田翔陽 69-60 松江西 [2回戦] 益田翔陽 71-51 平田 
        [準々決勝] 益田翔陽 43-55 松江北 〈 ベスト 8 〉 
女子バレー部 [2回戦] 益田翔陽 2-0 矢上 [3回戦] 益田翔陽 0-2 大社 
卓球部  [男子団体 1回戦] 3-0 邇摩 [男子団体 2回戦]  0-3 松江南 
陸上競技部 小山達也(2E) 男子砲丸投げ 6位 11m78㎝ （中国大会へ出場） 
弓道部   男子団体 15位( 16中 / 40射 )    女子団体 9位( 13中 / 40射 ) 
男子テニス部 [1回戦] 3-0 浜田水産  [2回戦] 0-3 大社 
       [男子ダブルス] 伊藤(2A)・辻(2E) 〈 ベスト 8 〉→中国大会へ出場 
女子テニス部 [1回戦] 0-3 飯南 
男子ソフトテニス部 [団体 1回戦] 0-3 松江北 
女子ソフトテニス部 [団体 1回戦] 0-2 出雲 
柔道部 [団体 1回戦] 2-3 松江南 
    男子 66kg級 3位 松本一成(3T)   男子 60kg級 ベスト 8 石川伸行(2S) 
 
各部の結果報告後に体育科からの総括がありました。今年度は学校対抗 A
の部で男子 25校中 25位、女子 25校中 22位、総合 25校中 25位という残
念な結果に終わってしまいました。昨年度は団体においてベスト 4が３つ、
ベスト 8が４つで計 66点でしたが、今年度はわずか 7点にとどまりました。
この大会で多くの 3年生が部活動を引退しますが、残された 1,2年生には新
チームでの今後の活躍に期待したいです。 

体験の様子 
 電子機械・電気・情報・農業・

土木・福祉・調理・食品製造・被

服などの分野に分かれて体験活動

を行いました。高校で学ぶ専門的

な内容にふれて、参加した中学生

のみなさんも専門授業の面白さを

知ったり、興味を持ったり、新た

な発見が自分の中にあったのでは

ないでしょうか。 

祝！女子弓道部 中国大会団体準優勝 

農業クラブ校内意見発表大会がありました 
6月 9日(水)、本校体育館で校内農業クラブ意見発表大会がありました。生物生産工
学科（L科）、環境土木科（T科）、生物環境工学科（A科）、総合学科（G科）の生徒
が参加し、13名の代表が発表を行いました。 
 代表者それぞれが緊張しながらも、「自らが経験したある出来事をきっかけに自分が

考えたこと、自分の中で新たに発見したこと、将来を思い描き夢や目標をもつように

なったこと、心を打たれたこと」を発表しました。 
 採点は各区分ごとに 100 点満点で、６つの観点から採点され、各区分ごとに優秀賞
が決定しました。各区分の優秀賞受賞者は 7 月６日に邑智郡邑南町の矢上交流センタ
ーで行われる県大会に出場し、中国地区大会出場を目指します。健闘を祈ります！ 
《区分ごとの優秀賞受賞者》 
 
 

 
 
 

食料・生産 区分 「食と農と私の夢」          長井 史織(2A) 
環境 区分    「環境から考える農業の在り方とは？」 岡崎 愛(3L) 
文化・生活 区分 「涙」                入江 佳緒莉(3G) 

←発表会の様子 
 後ろの発表演目の垂れ幕に従っ

て１人５分の持ち時間で発表を行

いました。発表する側、発表を聞

く側ともに真剣な様子でした。 


