
 

        令和４年度９月号   令和４年９月２１日 

             （第１６２号）   島根県立益田高等学校 

部活動結果など

野球 
第 104 回全国高校野球選手
権大会島根県予選 
益田高校 3－5飯南高校 
 
 
吹奏楽 
全日本吹奏楽コンクール島
根県大会小編成の部 金賞
（第 3位） 
 
陸上 
第 75回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 
男子 100m予選 7組 7位 10秒 90(+3.0) 
 
かるた 
第 44回小倉百人一首かるた全国高等学
校選手権大会 予選トーナメント 2
回戦敗退 
第 46回全国高等学校総合文化祭とうき
ょう大会小倉百人一首かるた部門 予
選リーグ 1勝 2敗で予選リーグ敗退 

囲碁 
第 46 回全国高等学校囲碁選
手権大会 0勝 3敗（対 岐阜、
大阪、熊本）予選リーグ敗退 
 

弁論 
第 46回全国高等
学校総合文化祭
東京大会弁論部
門優良賞（出場
70人中 9位） 

SSH 神戸で行われた SSH 生徒研
究発表会において「イシドジョ
ウの生息条件」の生物班がポス
ターセッションで発表 

空手 
全国高等学校総合体育大会空手
道競技 男子個人形競技 
第 1ラウンド敗退 

 

合唱 
ＮＨＫ全国学校音楽コンクール島根県大会 銀賞 

島根県合唱コンクール 高校Ａグループ 金賞（１位） 

９月２４日に岡山で開催される中国合唱コンクールに出場

します。 

令和４年度学園祭を終えて          
 
生徒会長 松田 青 
学園祭準備期間、生徒会は多忙を極めていましたが、学園祭当日のみ

んなの楽しそうな表情を見て頑張ってきて良かったと思いました。体育
祭が終わった日の夜、私は９時間の良い睡眠を取ることができました。 
 
生徒会担当 三成俊介 
令和４年度前期生徒会執行部が考案した学園祭のスローガンは『彩（いろどり）』です。各色組・各クラス

が、個人個人の特有の輝きを放てるような学園祭にしたいという生徒会執行部の想いが込められています。 
今年度は例年使用しているグラントワが改修工事のため利用できず、初めて益田市民体育館で文化祭一日目

を行いました。３年生伝統の「演劇」、1年生「合唱コンクール」、どちらも制限のある中でも立派
な発表をしてくれました。文化祭二日目は学校を会場として、各部・委員会や 1年生の企画展示・
発表を行いました。体育祭は晴天の下、熱い競技と２年生の「デコレーション」と「パフォーマン
ス」が披露されました。 
どの催し物についても、準備期間も十分とは言えない中でそれぞれの工夫や努力が溢れている素

晴らしいものでした。学園祭期間中に、努力して、考えて、悩んで、時には誰かと衝突することも
あったでしょう。そうやって悩みながら最後に皆で一つのものを表現したことはかけがえのない経
験になったと思います。 
 最後になりましたが、学園祭に関わってくださった全ての方々に感謝申し上げます。ありがとう
ございました。 

いわみの 
（益高だより） 



演劇（3年生） 最優秀賞 ３年３組  最優秀演技者賞 乾 華（3－2） 
１組 志田原 茉奈 

私たちは「いい空気」そのも
のでした。衣装や大道具を
本格的に、演出に最大の工
夫を取り入れ、一つの物語
を作りました。個人の価値

観によって捉え方が変わるという大きなテーマが
十分に表現できた作品となりました。 

２組 大畑 陽歌里（3-2） 
楽しかった。本番が一番良かっ
た。一致団結。支え合いの精神。
青春でした。 以上！ 

３組 中田 和心 
準備段階ではこだわったところが数多くあり悩む
部分がたくさんありましたが、本番
では準備してきたものを全て出し
切り全校生徒を引き込ませること
のできた演劇になったと思います。 

４組 三浦 賑 
思うように準備が
進められず、始め
から他クラスに遅
れをとってしま
い、苦しい思いを

しましたが、僕
達なりに最後ま
で協力して創り
上げることがで
きて良かったで
す。 

 
 
デコレーション＆パフォーマンス（2年生）  
デコレーション最優秀賞 ２年２組 ・ パフォーマンス最優秀賞 ２年５組 
１組 猪俣 比呂 
白組のテーマが「獅
子博兎」で、獅子と
兎ですぐに描く主
体のものが決まっ
たのですがアイデ
ア性、独創性をどの
ように表現するの
か悩みました。デコ
の仲間がすごく仕
事が丁寧でとても
やりやすかったで
す。緊張しました。 
 
２組 中沢 良陽 
僕たちが一番苦労したのは色塗りでした。墨っぽく
絵を描くことと 3色
しか使わなかった
ので色と色の塗り
分けをしっかりや
らないといけなか
ったです。 

 

 

３組 中島 孝介 
私たちは「花柳車」とい
うテーマでデコレーシ
ョンを制作しました。暇
な人を出さないように
効率よく制作するのが
大変でした。皆で協力し
て優秀賞を取れたの
でよかったです。 

 
 
 
 
４組 田中 風歌 
デコレーションで
は、紫のイメージの
ものがあまりなくて
なかなか描くものが
決まらず、色塗りも
苦戦しましたが、皆
で協力して良いもの
を作り上げることができました。 

 
 
 
 

 



５組 佐々木 智輝 
私たち 2 年 5 組は、“暁”というテ
ーマの下でデコレーションを完成さ
せました。短い準備期間でしたが、
夜明け前に光が差し込むような、テーマに合った素
晴らしい作品を作り上げることができました。 

 

合唱＆企画模擬店(1年生)    合唱コンクール最優秀賞 1年１組 
最優秀指揮者賞 宮川 伶央（1-2）  
最優秀伴奏者賞 田原 悠佑（1-4） 

１組 中井 初香 
今回最優秀
賞が頂けた
のは、クラ
スの皆の協
力のおかげ
です。練習
時間が短いため、家で練習して来てくれる人がたく
さんいて、とても助かりました。1組の明るい雰囲
気の中、楽しく歌うことが
できて良かったです。 
 
 

２組 木村 桜大 
コロナによりクラスの人や
練習が減り、このままでは
…！と危機を感じる日々ば
かりでした。しかし今思い
返せば、クラスが一丸とな
って共に協力し合った楽し
い思い出になりました。 

 
 

３組 三浦 悠里 
1-3は「水平線」を歌いま
した。緊張や不安もあり
ましたが、本番では練習
以上の力を出すことが出
来ました。当日は指揮者
が急に交替するピンチも
ありましたがクラスで団結して乗りこえられまし
た。 

 
 
 
 
 
 

４組 土佐岡  遥音 
１年４組は、女子と男子の
バランスが悪くハーモニー
を創り上げるのに苦労しま
したが当日はクラスの力を
出しきって、心揺さぶる合
唱ができました。１年４組、銀河－！ 

 
 

多くの部活動・委員会、そして有志による展示・発表がありました。 

 

 



総合優勝 青組
黄  松本 大雅(3-1) 
今年の体育祭は無事晴れたので良かったです。特に
今年は借り人競争ができて 3 年生が最後の体育祭
を存分に楽しんでいる姿が印象的でした。生徒会や
1，2 年生の協力があり僕は苦労することなく楽し
めました。  
緑 伏谷 優佑(3-2) 
準備期間ではいろいろぶつ
かることがあり、コロナの影
響があったりなどで大変で
したが、最後はクラスで同じ
方向を向けて、本番が今まで
で一番良かったりと、楽しく
終われたので良かったです。
緑組の皆、ありがとう！ 

赤 関口 颯希(3-3) 
赤組は惜しくも入賞出来ませんでしたが、学年リレ
ーを制覇し、大健闘しました。流石です。校長先生
の賢明な判断と生徒会の謹厳実直な働きにより、快
晴の中、円滑に進行され、最高の思い出になったこ
とを感謝します。 

青 牛山 雄心(3-4) 
今年度は快晴のもとでの体育祭で、大幅に
競技が減ることもなく生徒会の苦労が報わ
れて良かったです。組長としては何もする
ことがなく、人生最後の体育祭を思う存分
楽しみました。他学年とも楽しく交流がで
き、私個人のことではありますが、好きな子
とツーショットを撮れてこの上なく幸福で
す。心底楽しかったです。 

 

  

  

 

 
 
 
 
益高メール配信システムに登録をお願いします。（メールアドレスが変わった人などは再登録してください。登録の仕方が分 
からないという人は岩野（図書準備室）まで。） 
益田高校ホームページやインスタグラムは下記のアドレスから閲覧できます。新しい情報をどんどんアップしますのでぜひ
ご覧ください 

益田高校ホームページ https://www.masuda.ed.jp/ 
益田高校インスタグラム https://www.instagram.com/masuda_high_school/ 

https://www.masuda.ed.jp/
https://www.instagram.com/masuda_high_school/

