
6 月 16 日(土)に第 1 回一日体験入学が行われました。近隣の中学校
から 236 名の中学生が参加しました。 
参加した中学生たちは、体育館で全体説明を受けた後、それぞれの
希望学科・コースに分かれ、メモホルダの製作やキッチンタイマーの
製作、果物の糖度測定、うどん作りなどを体験しました。 

 
 
 
 
 
 
 

7 月の行事予定 

6 月 2 日 ～ 3 日に県高等学校野球益田地区選手権大会が益田市民
球場で行われ、本校野球部が優勝しました。 
◎大会結果       
          益田翔陽 9-2 津和野（7回コールド） 
  準決勝  益田翔陽 4-2 益田  

  決 勝  益田翔陽  3-2 益田東  
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県総体結果報告 

6 月 4 日（月）に県総体報告会が行われ、各部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。 
 
【陸上競技部】 
男子 100m 予選 大賀 予選 3位 予選落ち 
男子 400m 予選 福原 予選 3位 予選落ち 
男子 800m 予選 青木 予選 4位 予選落ち 
女子 800m 予選 沖田 予選 4位 予選落ち  

【サッカー部】 
1 回戦 益田翔陽 6-1 江津  

       2 回戦 益田翔陽 0-1 平田  ベスト 16 
【男子テニス部】 
団体戦  2 回戦 益田翔陽 3-0 出雲北陵 

       3 回戦 益田翔陽 2-0 出雲西 
        準決勝  益田翔陽 0-2 開星    第 3 位   
    個人戦  シングルス 和﨑 ベスト 32 
              ダブルス  三原・和﨑組 ベスト 16 
【女子テニス部】 
  団体戦  2 回戦 益田翔陽 0-3 出雲 
【男子ソフトテニス部】 
  団体戦   2 回戦 益田翔陽 1-2 横田 
  個人戦  大久保・伊藤組 ベスト 32 
【女子ソフトテニス部】 
  団体戦 2 回戦 益田翔陽 3-0 浜田商業 
      3 回戦 益田翔陽 1-2 浜田 
  個人戦 石橋・石川組 ベスト 17 

（中国大会出場権利獲得） 
【柔道部】  
  団体戦 1 回戦 益田翔陽 2-3 浜田  
  個人戦 66kg 級 岡田 ベスト 8 
【弓道部】 
  団体戦 男子・女子共に予選敗退 
  個人戦 男子 新井 第 6位 
【男子バスケットボール部】 
  1 回戦 益田翔陽 76-58 隠岐 
  2 回戦 益田翔陽 44-82 出雲北陵 
【女子バスケットボール部】 
  1 回戦 益田翔陽 59-64 明誠 
【卓球部】 
  男子団体戦 1 回戦 益田翔陽 0-3 出雲  
【女子バレーボール部】 
  2 回戦 益田翔陽 1-2 邇摩 
【水泳競技】 
  男子 50m 自由形 決勝 島田 第 5位（中国大会出場権利獲得）
  男子 100m バタフライ 決勝 島田 第 5位 

（中国大会出場権利獲得）

～3日(火) 期末試験( 6/28 ～ )    

         分団集会① 壮行式 

4 日(水) 1 年生健康教育講演会   

6 日(金) 県農業クラブ意見発表会

8日(日) 第 1 回英検(2 次)        

    食生活アドバイザー3級検定 

9 日(月) 校内球技大会 

10 日(火) 保護者と生徒の懇談会  

   高3を対象とした企業説明会

11 日(水) 益田地区高体連球技大会

12 日(木) 3 年進路別模試  

野球部が益田地区選手権大会で優勝しました！ 

平成 24 年度高校生ものづくりコンテスト（旋盤部門）中国地区大会
が 6月 10 日(日)に島根職業訓練支援センター（松江市）において開催
され、中国 5 県から各県の大会において優勝した代表者 6 名（開催県
の島根県からは 2名）が参加しました。当校からは昨年 12 月の県大会
で優勝した電子機械科 3年久保田恭平君が参加しました。 
同コンテストは 2時間以内に二つの部品 
を 0.01mm 単位の許容差で完成させるという 
難易度の高い内容です。久保田君は昨年 12 
月の県大会優勝以来、放課後と土日に練習 
を重ねた結果、見事に 2位に入賞しました。 
この結果、7月 31 日(火)～8月 2日(木) 
に滋賀県立高等技術専門校米原校舎で開催 
される第 7回若年者ものづくり競技大会の 
出場権を得ました。同大会での活躍を期待 
しています。 

ものづくりコンテスト中国大会 2 位入賞！ 

第 1 回 一日体験入学がありました 

13 日(金) 県農業クラブ 

プロジェクト発表会 

14 日(土) 第 1 回数検 

20 日(金) 終業式 分団集会② 

22 日(日) 寮 PTA 大掃除 

技能検定 3級 

25 日(水) 夕方ふれあい市 

26 日(木) 2 級ボイラー技士試験 

27 日(金) 県農業クラブ 

鑑定競技大会 

    高所作業者運転業務資格 

29 日(日) 第 2 種電気工事士 

           実技試験 

体験入学の様子 
参加した中学
生のみなさんは、
楽しみながら真
剣に取り組んで
いました。 


