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生徒会執行部生徒会執行部

VOICE

顧問
矢田貝 雄太

生徒会執行部は、体育祭、学園祭、クラスマッチな
ど学校行事の企画・運営を行います。その他、ボラ
ンティア活動や挨拶運動などを行っています。生徒
会は裏方の仕事が多いですが、仲間と協力して行事
を運営することで、達成感を味わうことができ、充
実した学校生活を送ることができます。あなたの
ハートに火をつける部活，それが生徒会執行部です。

生徒会長
新崎 隼大

私たち生徒会執行部は2年生5人、1年生12人の計17
人で活動しています。私たちの主な仕事は、学校行
事の企画・運営です。行事の準備期間は毎日遅くま
で残って大変ですが、その分行事が成功した時の喜
びは並一通りではありません。例えば、昨年度の学
園祭では、全校生徒の合同作品として、55千羽の折
鶴アートを作成しました。完成した時の皆の笑顔を
見ると、頑張って良かったと心から思いました。この
ように、生徒会の仕事は普段の生活では味わうこと
のできない貴重なものばかりです。みなさんも私た
ちと一緒に活動してみませんか。

顧　　問

山下 裕美・矢田貝 雄太
千野 起暉・一ノ間 成美

委　　員

会　長　新崎 隼大（府中中学校）
副会長　高松 　瞳（大州中学校）
書　記　永岡 晴香（阿品台中学校）
幹　事　重谷 充宏（吉島中学校）
幹　事　尾崎 海優（七尾中学校）
会　計　三原 椋子（大州中学校）
会計監査　長尾 優貴（大州中学校）

活動スケジュール
４月 入学式  対面式  生徒会選挙
５月 生徒総会
６月 体育祭
７月 野球応援
８月 慰霊祭
９月 オープンスクール
10月 動物愛護ボランティア
11月 学園祭
12月 クラスマッチ
１月 尾長学区あいさつ通りボランティア
２月 マラソン大会
３月 卒業式
その他、毎月様々なボランティア
活動を行っています。

VOICE
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サッカー部

顧問　安藤 正晴

「Break Through」をテーマに「現状打破」・「日々前進」を目指して
います。
応援してくださるすべての方々に感謝して「全心一丸」というス
ローガンのもとチーム力・人間力を高めていきます。サッカーだけ
でなく勉強や規律など、高校生としてあるべき姿をめざします。
〈略　歴〉広島大学・フットサル日本代表
〈指導歴〉ルネス学園大竹・修道高校
　　　   瀬戸内高校2010～13・2016インターハイ出場

顧　　問 活動スケジュール

前迫　 明・田中 健二郎
佐々木 優・木原 良修
平石 健太

部員数
110人（男110人）

４月　プリンスリーグ中国・アドバンスリーグ1
５月　広島県総体予選
６月　中国サッカー選手権
７月　部員全員強化合宿
８月　インターハイ
10月　選手権2次リーグ

11月　選手権決勝トーナメント
12月　全国高校サッカー選手権大会
１月　瀬戸内FC初蹴り
２月　広島県新人大会
３月　中国新人大会

過去の実績
H28　広島インターハイ出場
H27　高校サッカー選手権広島県大会３位
H26　プリンスリーグ中国３位
H26　広島県高等学校総合体育大会サッカー広島県大会ベスト８
H22～25　広島県高等学校総合体育大会サッカー広島県大会優勝

VOICE
110名の部員からなるサッカー部。サッカーの上達は
もちろん、サッカーだけでなく勉強との両立、また中間
と大切な時間を過ごし、厳しい練習も乗り越えていく
ことができます。熱心に指導してくださる先生方のお
かげで、広島インターハイに出場することができまし
た。瀬戸内高校サッカー部で全国大会めざして一緒
にサッカーしませんか。

VOICE

　中間 俊亘
（中広中学校出身）
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顧問　長谷川 義法

瀬戸内高校野球部では、野球の技術の向上とともに人間力の育成
を行い、心・技・体全てにおいて高いレベルをめざしています。「投
げる・打つ・走る・守る」全てができる万能な選手を育て、どんな場
面に遭遇してもすぐに対応できる力を身につけています。野球と
いうスポーツを通じて「仲間」という財産を手に入れてほしいです。
〈略　歴〉広島県瀬戸内高等学校・亜細亜大学（大学４年時全日

本選出）・JR西日本
〈指導歴〉MSH医療専門学校・呉港高等学校・呉市立呉高等学校

顧　　問 活動スケジュール

村越 雅夫・長谷川 義法
藤田 真平・大石 卓也

部員数
107人（男107人）

４月　春季広島県大会
５月　春季中国地区大会／県外遠征（練習試合）
６月　県外遠征（練習試合）
７月　全国高等学校野球選手権広島大会
８月　全国高等学校野球選手権大会／秋季リーグ戦
９月　秋季広島県大会
10月　広島県1年生大会

11月　秋季中国地区大会
12月　冬季練習
１月　冬季練習
２月　冬季練習
３月　選抜高校野球大会／春季リー

グ戦／新入生説明会

過去の実績
H27　全国高等学校野球選手権広島大会ベスト16
H26　秋季広島高等学校野球大会ベスト16
H26　全国高等学校野球選手権広島大会ベスト16
H26　春季広島高等学校野球大会ベスト16
H25　全国高等学校野球選手権記念広島大会優勝

VOICE
広島県瀬戸内高校野球部は、「気概・初心」～チームの
ために全力を尽くす～をスローガンにチーム一丸と
なって、互いに切磋琢磨し合いながら頑張っていま
す。また高校野球を通して、人として成長することも目
標において日々の練習に励んでいます。

VOICE

部長　川村 雄弥
（観音中学校出身）

野球部
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顧問　金本 伸顕

数あるスポーツの中でも、特にエチケット・マナーを重視する紳
士・淑女のスポーツ。
日々自分の「自己ベスト」を超えるをモットーに、整った練習環境
に恵まれながら、全国大会出場・上位活躍をめざしています。
ぜひ、私たちとともに目標を達成しましょう。

顧　　問 活動スケジュール

金本 伸顕・小林 弘幸

部員数
16人（男12人・女４人）

６月　広島県高等学校ゴルフ選手権
７月　中国高等学校ゴルフ選手権
　　　（団体の部、個人の部）
８月　広島県高等学校ゴルフ選手権　夏季大会
11月　中国ジュニアゴルフ選手権　新人戦
12月　広島県高等学校ゴルフ選手権　新人戦

３月　中国高等学校ゴルフ選手権
　　　春季大会

過去の実績
H24　日本ジュニアゴルフ選手権競技優勝
H23　全国高等学校ゴルフ選手権文部科学大臣旗争奪個人の部優勝
H22　ジュニアオープンゴルフ選手権優勝
H13　全国高等学校ゴルフ選手権文部科学大臣旗争奪団体の部優勝
H11～12　全国高等学校ゴルフ選手権文部科学大臣旗争奪個人の部
　　　　　優勝

VOICE
ゴルフの魅力は初心者から上級者まで同じ環境でプ
レーできることです。ゴルフの技術面だけではなく、人
間形成の場として成長できるクラブです。
数多くのプロゴルファーとなった先輩達の足跡を辿
り、団体戦2回目の全国制覇を目標に、初心者から上級
者まで一心一打の精神で日々精進しています。

VOICE

部長　長谷川 圭佑
（福山・大成館中学校出身）

ゴルフ部
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顧問　川口 直樹

「県制覇・全国制覇」を目標に掲げ、その過程の人間形成を目的と
しています。人間力を根底にした全員バレーで、広島のバレー
ボールに新しい歴史と伝統を創り出します。
中学生バレーボーラーの皆さん、瀬戸内で一緒に頑張りましょ
う。
〈略　歴〉筑波大学 全日本大学バレーボール選手権大会優勝
〈指導歴〉山形県米沢中央高校 全国大会出場
　　　　日本代表　髙橋健太郎を育てる。

顧　　問 活動スケジュール

川口 直樹・安部 隆之

部員数
17人（男17人）

４月　中国選手権広島県大会
５月　中国選手権
６月　広島県高校総体
８月　県知事杯
８月　中国私学バレーボール選手権
11月　全日本バレーボール高等学校選手権

１月　広島県新人大会
２月　中国新人大会
３月　全国私学バレーボール選手権

過去の実績
H28　広島県高等学校総合体育大会広島県大会出場
H28　広島県高等学校バレーボール新人選手権大会広島県大会出場
H27　全日本バレーボール高等学校選手権大会広島県大会出場
H27　中国私立高等学校バレーボール選手権大会第3位
H27　広島県高等学校総合体育大会広島県大会第5位

VOICE
先輩後輩の仲が良く、明るく一生懸命、日々の練習に
取り組んでいます。心技体を磨き、良いチームで強い
チームとなって、全員バレーで県大会優勝をめざしま
す。

VOICE

部長　西村 拓人
（観音中学校出身）

男子バレーボール部

VOICE
日本代表　髙橋 健太郎
（山形県米沢中央高校卒・現 筑波大学4年）

高校時代は川口先生に厳しく叱られる
ことが多かったですが、いつも情熱を
もって指導してくださる先生のおかげ
で、現在の私があります。これからもっ
と練習して、東京オリンピックで活躍で
きるよう頑張ります。
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顧問　川西 英昭

高校生として「高校生らしさ」を前面に出せるよう、挨拶・礼儀
を一番に指導し、目標は広島県で優勝、目的は人間形成（大人
として振舞える人間）です。見ていて応援したくなるチーム、プ
レーして楽しいバスケットをめざします。
〈略　歴〉松江東高校 国体出場・全日本学生選抜・
　　　　JBL三菱電機メルコドルフィンズ所属
〈指導歴〉松江東高校アシスタントコーチ
　　　　インターハイベスト8ほか

顧　　問 活動スケジュール

川西 英昭・井原 修
安部 隆之

部員数
19人（男19人）

４月　中国大会県大会
５月　県総体地区予選
６月　県総体
７月　１年生大会
８月　遠征　合宿　私学大会
９月　ウィンターカップ県大会

11月　新人戦地区予選
12月　遠征　合宿
１月　新人戦県大会
３月　中国大会地区予選

過去の実績
H23　全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会広島県予選ベスト16

H23　広島県高等学校総合体育大会バスケットボールの部ベスト16

H23　広島県高等学校バスケットボール新人大会ベスト16

H21　全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会広島県予選ベスト8

H21　広島県高等学校総合体育大会バスケットボールの部ベスト16

VOICE
男子バスケットボール部は、県大会ベスト４以上に
勝ち上がることを目標に日々厳しい練習に取り組ん
でいます。試合に勝つために必要な技術を身に付け
るとともに、日常的にあいさつや返事をすることを心
掛けています。

VOICE

部長　山本 将太
（中広中学校出身）

男子バスケットボール部
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VOICE
日本代表　広瀬 健太
（島根県立松江東高校卒業  現 日立サンロッカーズ東京・渋谷）

今年7月に行われたリオ・オリンピック世界
最終予選に日本代表の12名として活躍し
た広瀬健太選手を高校時代の2年間（2,3
年生時）指導しました。あまりメンタルが強
くなくすぐにあきらめる選手でしたが、イン
ターハイ（ベスト8）やウインターカップに
出場し、成長していきました。今秋から始ま
るBリーグでも活躍を期待しています。



顧問　山下 裕美

CHEER LEADINGの「CHEER」とは「元気・笑顔」という意味が
あります。たくさんの人に元気や笑顔を与えられるスポーツで
す。また、チアリーディング部は初心者でも活躍できる部活です。
一生に一度の高校生活、仲間と一緒に充実した毎日を過ごした
いと考えている人は、初心者でも大歓迎！TWINKLESの仲間と
一緒にキラキラした高校生活を送りましょう♪

顧　　問 活動スケジュール

山下 裕美・百本 久美

部員数
24人（女24人）

４月　スプリングキャンプ 
５月　安全講習会参加
６月　サッカー応援
７月　中四国大会・野球応援
８月　サマーキャンプ
10月　サッカー応援・入試説明会演技

11月　安全講習会参加
12月　全国高校選手権大会・イベント参加
３月　西日本大会・イベント参加

過去の実績
H28　第16回中国四国チアリーディング選手権大会準優勝
H27　第15回中国四国チアリーディング選手権大会奨励賞
H27　第22回西日本チアリーディング選手権大会敢闘賞
H27　ドリレボフェスタ2016出演
H27　GUTZ PARTY2016出演
H27　くらしきキッズチアリーディングクラブLUCKYS発表会出演

VOICE
TWINKLESです♪チアの大会をはじめ、野球やサッ
カーの応援、イベントへの参加など、年間を通じて多
くの演技を行います。初心者10人で始まった
TWINKLESも、今では多くのメンバーと毎日、楽しく
練習しています。私たちと一緒にチアしましょう♪
LET'S CHEER!

VOICE

部長　友田 真唯
（可部中学校出身）

チアリーディング部
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顧問　谷川 智宏

瀬戸内吹奏楽部は伸びしろしかありません!!
吹奏楽コンクールも、今年から始めたマーチ
ングも、たくさんのオファーをいただくように
なった依頼演奏も、すべての演奏活動がど
んどん向上している真っ最中！そして山台も
組める大きな音楽室も完成し設備も充実!!
瀬戸内で楽しく思いっきり吹奏楽をしよう!!
〈略　歴〉広島ウインドオーケストラ・サクソフォーン奏者

顧　　問 活動スケジュール

谷川智宏・三好洋子
打楽器・マーチングコーチ
馬場沙也香

部員数
61人（男13人・女48人）

４月　入学式
６月　体育祭
７月　野球応援
８月　広島県吹奏楽コンクール
９月　全日本マーチングコンテスト広島県大会
10月　私学フェスタ

11月　吹奏楽まつり　総合文化祭　学園祭
12月　広島県アンサンブルコンテスト
１月　私学祭　私学アンコン
３月　広島地区合同バンド演奏会

その他、多数の依頼演奏があります。

過去の実績
H27 広島県吹奏楽コンクールＡ部門 銀賞
H27 広島県アンサンブルコンテスト　サクソフォーン4重奏 金賞・
 クラリネット 金賞
H26 広島県アンサンブルコンテスト　サクソフォーン4重奏 金賞・
 打楽器5重奏 金賞
H26 広島県吹奏楽コンクールＡ部門初出場 銀賞
H25 広島県吹奏楽コンクール小編成の部 金賞

VOICE
私たち吹奏楽部の日常がいかに楽しく充実しているかは、吹奏楽部専
用ホームページやツイッターで随時更新中です。ぜひご覧ください!!
興味を持ってくれた中学生の皆さん！来年は、この赤いユニフォームを
着て一緒に演奏しませんか？
吹奏楽部専用ホームページ
　http://www.setouchibrass.com 
　Twitterアカウント/瀬戸内高校吹奏楽部＠setouchibrass

VOICE

部長　小川 日菜
（城山北中学校出身）

吹奏楽部

8



各部員がしっかりと規律を守り、自覚
と目標を持って練習に励んでいます。
昨年度は新人戦・総体ともに中国大
会出場を果たしました。テニスの技術
だけでなく、人間的にも成長できるク
ラブとして日々 活動しています。

私たちは団体戦ベスト8を目標にし、
レギュラーを目指して毎日練習を頑
張っています。技術面だけでなく精神
面も鍛え、日々切磋琢磨しています。
中学生の皆さん、私たちと一緒にテニ
スしましょう！

VOICE VOICE

顧問
北本 光

部長

（観音中学校出身） （翠町中学校出身）

（似島中学校出身）

（似島中学校出身）

（右）

（左）中村　一哉

挑戦・礼節・不屈の3つを柱に、日々厳
しい練習に取り組んでいます。生徒一
人ひとりが厳しさの中から「活」や「楽
しさ」などの大切なものを自ら見出す、
そんな部活にしたいと思います。

今年度から部に昇格し部員の意識が
変わり、県大会上位をめざして、切磋
琢磨しています。練習は厳しいです
が、勝つ喜びをチームで分かち合う
ために頑張っています。

顧問 山下 貴幸・北本 光 部員数 30人（男19人・女11人）

活動スケジュール
４月　県総体広島地区大会
５月　国体広島県予選少年の部
６月　県総体広島県大会
８月　インターハイ
９月　新人戦広島地区大会
11月　新人戦広島県大会
２月　広島県1年生大会

過去の実績
H28　広島県高等学校バドミントン１

年生大会ベスト16
H28　広島県高等学校新人バドミント

ン大会出場
H27　広島県高等学校新人バドミント

ン広島地区大会ベスト40

顧問
村井 　修

部長
中原 　翼

顧問　村井 修・矢田貝 雄太 部員数 21人（男21人）

活動スケジュール
４月　広島県春季選手権大会
６月　全国高等学校総合体育大会
９月　広島県秋季選手権大会
10月　広島県新人戦大会
２月　呉合宿研修大会

過去の実績
H28　春季選手権大会ベスト8
H27　全国私学男子ソフトボール大会

17位
H27　新人戦大会ベスト8 
H27　秋季選手権大会ベスト8
H27　全国高等学校総合体育大会広

島県予選ベスト8

顧問
千野 起暉

部長
谷口 佑斗
中村春月

顧問　千野 起暉・大羽 大喜 部員数 28人（男21人・女7人）

活動スケジュール
４月　県総体予選
５月　県総体団体戦
６月　県総体個人戦　中国大会
７月　夏季高校生大会
８月　インターハイ　合宿
９月　県新人大会（個人）
10月　県新人大会（団体）
11月　中国大会
12月　県選手権予選
１月　初打ち
２月　県選手権大会
３月　全国選抜テニス大会  強化大会

過去の実績
H28　中国高等学校テニス選手権大会

女子団体出場
H28　広島県高等学校総合体育大会女

子団体第3位
H28　広島県高等学校総合体育大会女

子シングルスベスト32
H27　中国高等学校新人テニス大会男

子シングルス出場
H25　インターハイ個人男子シングル

スベスト16

バドミントン部 テニス部ソフトボール部

VOICE VOICE VOICE VOICE

私たちソフトボール部は、自主自立・
感謝・思いやりの精神を大切にしてい
ます。生涯を通してプレーできるソフ
トボールを高校で始めてみません
か？初心者でも大歓迎です。

私達ソフトボール部は部員同士仲が
よく活気ある部活です。練習時間が
少ない中でも部員同士が切磋琢磨
し、インターハイ出場を目標に頑張っ
ています。ぜひソフトボール部に！

9

水泳部はオリンピック選手を輩出した
こともある伝統あるクラブです。学校
にプールがないため，各自クラブチー
ムに所属し、練習を行っています。個性
あふれるメンバーで、インターハイ出
場を目標に日々 練習に励んでいます。

今年の県選手権大会では、男子総合
で3位入賞、個人種目では、100m平
泳ぎ、200m平泳ぎ、1500ｍ自由形な
どにおいて入賞、10名が中国大会へ
の切符を手に入れ、インターハイに
出場しました。

VOICE VOICE

顧問
清水 　巌

部長
山本 湧麻

県大会をめざして、明るい雰囲気の
中で、体力と技術の向上に努めてい
ます。初心者もおり、卓球のすばらし
さを皆で体感しながら活動していま
す。卓球を「楽しみ」ながら、「強さ」を
身に付けています。

先輩と後輩の仲が良く、初心者と経
験者が一緒になって毎日頑張ってい
ます。皆で声を出し合いながら、楽し
く練習しています。仲間と共に技を磨
いて、日々 努力をしています。

顧問 清水 巌・藤原 優子 部員数 21人（男20人・女1人）

活動スケジュール
５月　地区総体
６月　県総体　県高校記録会
７月　夏合宿
８月　地区選手権
９月　県高校選手権　地区新人
10月　県新人大会（団体）
11月　県駅伝
１月　冬合宿

過去の実績
H27　広島県高校卓球選手権大会出場
H27　広島県高等学校総合体育大会
　　　（卓球）出場
H27　広島県中学高等学校卓球大会

出場
H27　広島県高校新人卓球大会
　　　（団体・個人）出場

顧問
松岡 雄太郎

部長
小早川 裕汰

顧問　松岡 雄太郎・山本 綾子 部員数 25人（男18人・女7人）

活動スケジュール
４月　広島県高校卓球選手権大会  広島

県高校総合体育大会広島地区予選
５月　広島県高校卓球選手権大会  広島
　　　県中学高校卓球大会広島市予選
６月　広島県高校総合体育大会
７月　広島県中学高等学校卓球大会
８月　広島市高校卓球選手権大会
10月　広島県高校新人卓球大会
　　　（個人・団体）広島地区予選
11月　広島県高校新人卓球大会団体
１月　広島県高校新人卓球大会個人

過去の実績
H27　県大会出場（1500m 走高跳 砲丸投）
H26　県大会出場（100mH 800m 1500m 

砲丸投 円盤投）
H25　県大会出場（100mH 走高跳 砲丸投）
H24　県大会出場（3000m 110mH 走高跳）
H23　中国大会出場（走高跳）
H22　インターハイ出場（走高跳）

顧問
谷上 弥生

部長
中村 　駿

顧問　安部 隆之・大角 直行・谷上 弥生 部員数 24人（男15人・女9人）

活動スケジュール
５月　広島地区高校春季水泳大会
６月　広島県高等学校総合体育大会
　　　広島地区高校選手権予選会
７月　広島県高校選手権水泳競技大会
　　　中国高校水泳選手権大会
８月　全国高等学校選手権大会
　　　広島地区高校秋季水泳大会
９月　広島県高校新人水泳大会
10月　中国高等学校新人水泳競技大会

過去の実績
H27　広島県高等学校総合体育大会 
 男子200m個人メドレー優勝・
 1500m自由形優勝
H27 広島県高等学校選手権水泳競技大会
 男子100m平泳ぎ優勝・1500m自由形優勝
H27 中国高等学校選手権
 1500m自由形4位・100m平泳ぎ6位
H27　広島県高等学校新人水泳大会
 男子100m平泳ぎ優勝・200m平泳ぎ優勝

VOICE VOICE VOICE VOICE

競技の力や技術とともに人間的な成
長をめざし、活動しています。陸上競
技の練習を続けることは根気がいり
ますが、記録が伸びた時の喜びは代
えがたいものです。

部員同士とても仲良く、楽しく活動し
ています。仲間とともに県大会出場を
目標に、競技の力や技術とともに人間
的な成長をめざし、一生懸命頑張っ
ています。

卓球部 陸上部 水泳部
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（落合中学校出身） （大州中学校出身） （城山北中学校出身）



とても伝統のあるクラブです。過去に
は全国大会・中国大会にも数多く出
場してきました。今は初心者中心の
チームですが、先輩方の伝統に近づ
くため、明るく懸命に練習に取り組ん
でいます。

試合に向けて、日々の練習に元気よく
一生懸命取り組んでいます。きつい
練習もありますがみんなで頑張れば
なんのその。初心者でも成長し、強く
なることができます。

VOICE VOICE

顧問
和田 　香

部長
藤岡 清夏

小手先だけの強さでなく、高校生らし
く挨拶ができること、人のために進ん
で行動できることなど躾と規律に厳
しいクラブです。人として逞しく、精神
的にも強くなっていってもらいたいと
望んでいます。

明るく、活気溢れるクラブです。常に
挨拶、声出しを徹底し、苦しい時には
互いに励まし合い、団結して練習、試
合に臨んでいます。やる気、元気があ
る人、一緒に頑張りましょう！

顧問 和田 　香・小田 寛文 部員数 14人（女14人）

活動スケジュール
４月 中国高等学校バスケットボール選手権大会
 広島地区私学高等学校バスケットボール大会
５月 広島県高等学校総合体育大会広島地区予選
６月 広島県高等学校総合体育大会
８月 広島県私立高等学校女子バスケットボール大会
 広島東地区バスケットボール交歓大会
９月 広島県高等学校秋季バスケットボール大会
11月 広島県高等学校バスケットボール新人大会広島地区予選
１月 広島県高等学校バスケットボール新人大会
２月 広島東地区バスケットボール交歓大会
３月 中国高等学校バスケットボール選手権大会広島地区予選

過去の実績
H28　広島県高等学校総合体育大会イ

ンターハイ予選ベスト8
H27　高等学校秋季バスケットボール大会兼

第46回全国高等学校バスケットボール
選抜優勝大会広島県大会ベスト16

H27　広島地区私立高等学校女子バス
ケットボール大会第2位

H26　広島地区私学高等学校バスケッ
トボール大会優勝

H26　広島東地区バスケットボール交
歓大会優勝

顧問
一ノ間 成美

部長
寺本 美来

顧問　一ノ間 成美・高見 祐佳 部員数 18人（女18人）

活動スケジュール
４月　中国高等学校バレーボール選手権
５月　全国高等学校総合体育大会1
６月　全国高等学校総合体育大会2
８月　県知事杯バレーボール競技
９月　中国私学バレーボール大会
11月　全日本バレーボール高等学校選手権
12月　高等学校新人バレーボール選手権1
１月　高等学校新人バレーボール選手権2

過去の実績
H28　広島県高等学校総合体育大会イ

ンターハイ予選出場
H28　広島県高等学校総合体育大会地

区予選出場
H27　広島県高等学校総合体育大会地

区予選出場
H27　中国高等学校バレーボール選手

権大会地区予選出場
H26　広島県高等学校バレーボール新

人選手権大会地区予選出場
H26　全日本バレーボール高等学校選

手権大会地区予選出場

顧問
野見山 実沙

部長
小川京一郎

顧問　野見山 実沙・竹下 将人 部員数 9人（男8人・女1人）

活動スケジュール
４月　中国大会県予選  県総体個人予選
５月　国体地区予選  全日本ジュニア県予選
６月　県総体
７月　国体県予選  金鷲旗高校柔道大会
８月　合宿
９月　広島県高校柔道大会
10月　広島地区高校柔道新人大会
11月　広島県高校柔道新人大会
１月　全国高校柔道広島県予選
３月　高校柔道錬成大会  平和カップ柔道大会

過去の実績
H27　中国大会県予選4位  中国大会出場
H26　広島県柔道新人大会ベスト8位
H25　中国大会県予選5位  県総体5位
         女子個人48㎏級中国高校予選2位
H24　中国大会県予選5位  県総体5位
         女子個人48㎏級県総体3位
H23　中国大会県予選5位  県総体3位

VOICE VOICE VOICE VOICE

女子バレーボール部は、経験者・未経
験者を問わず日々練習に励み、今年
度は県大会に出場するなどの実績を
残しました。さらに上をめざし、部一丸
となって取り組んでいます。

私たちは、県ベスト8を目標に日々練
習を頑張っています。一人ひとり個性
豊かで、笑いの絶えない部活です。ま
た、部活を通して人間性を高め、精神
的にも成長できます。

女子バスケットボール部 女子バレーボール部 柔道部
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（高屋中学校出身） （府中緑ヶ丘中学校出身） （廿日市中学校出身）

ESS club is for anyone that is 
interested in English or likes things 
from foreign countries. We are a 
very friendly club, so if you are 
interested, please join us.

週2回活動してます。英検対策をした
り、ゲームをして楽しんで英語を学ん
でいます。英語が苦手な方でも楽し
んで活動できます。

VOICE VOICE

顧問
木戸 正美

部長
有米 草太

初心者が入部することも多く、経験者
も初心者も一緒に練習をしています。
皆で、精神的にも肉体的にも強くなる
ことを目標に日々の練習に励んでい
ます。興味のある人、やる気のある人
を待っています。

1週間に5回稽古をしています。部員の
半分は高校からやっています。稽古
はきついこともありますが、みんなで
声を掛け合いながら頑張っています。

顧問 木戸 正美・倉本 　光 部員数 ９人（男5人・女4人）

活動スケジュール
４月　広島地区春季総合体育大会剣道の部
５月　中国大会予選
６月　広島県春季総合体育大会剣道の部
10月　広島地区高等学校新人剣道大会
11月　広島県高等学校新人剣道大会
１月　１年生大会

過去の実績
H27　広島高等学校剣道大会個人戦2回戦進出
H27　広島高等学校新人剣道大会［剣道形］ベスト16
H27　広島高等学校新人剣道大会個人戦2回戦進出
H26　広島地区高等学校剣道大会団体

戦（県大会出場権獲得）
H26　広島高等学校剣道大会個人戦4回戦進出
H26　広島高等学校新人剣道大会［剣道形］ベスト16

顧問
三浦 　学

部長
杉本 　智

顧問　三浦 学・金本 伸顕 部員数 ６人（男６人）

活動スケジュール
５月　江田島SEA TO SUMMITボランティア
７月　ビジネス文書実務検定　大掃除
８月　宮島花火大会ボランティア
９月　情報処理検定
10月　プレゼン検定　デザイン検定
11月　ビジネス文書実務検定
12月　大清掃
１月　情報処理検定
２月　宮島カキ祭りボランティア
３月　宮島清盛祭りボランティア

過去の実績
H25 広島県生徒商業研究発表大会
 プロデュース賞
H24 広島県生徒商業研究発表大会
 優秀賞
H24 中国五県生徒商業研究発表大会
 優良賞
H23 広島県生徒商業研究発表大会
 優良賞

顧問
アンソニー ダグラス

部長
荒木七海

顧問　アンソニー ダグラス 部員数 22人（男6人・女16人）

活動スケジュール
４月　英検のための学習　ゲーム
５月　英検のための学習　ゲーム
６月　英検のための学習　ゲーム
７月　英検のための学習　ゲーム
８月　学園祭に向けた準備
９月　学園祭に向けた準備
10月　学園祭に向けた準備
11月　学園祭
12月　クリスマス会
２月　３年生追い出し会

VOICE VOICE VOICE VOICE

一人ひとりが切磋琢磨しながら上級
資格を取得するため努力していま
す。自称『宮島の観光大使』として、か
き祭りや清盛祭りのスタッフとして活
動しています。

部員全員が熱心かつ楽しく、様々な
イベントを企画・立案し、クラブ活動
をしています。オリジナルキャラク
ターの作成など、仲間同士で意見を
出し合い、新しいことにチャレンジし
ています。

剣道部 ESS部商業研究部
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（段原中学校出身）（中広中学校出身）（二葉中学校出身）



昼時間にリクエスト曲を放送したり、
また放送コンクール入賞をめざして
発声練習なども行っています。学校
行事には円滑な進行をする大切な仕
事を担っています。

NHK杯放送コンテストなどの大会に
向けて、日々、発声・発音練習に励ん
でいます。各行事の際には音響・アナ
ウンス等の仕事をし、みんなで楽しい
行事にできるように頑張っています。

VOICE VOICE

顧問
佐久間 勉

部長
森分 　涼

美術館各種の作品展への見学会や
芸術系学部・造形デザインなどがあ
る大学へのオープンキャンパスに参
加するなど、校外活動を通して芸術
的感性を高めるようにしています。

デッサンなどの基本を先輩から教
わった後に水彩画などの絵を描く活
動が主体です。その延長として、薬物
禁止などの色々な活動に関しての
ポースター作品に応募しています。

顧問 佐久間 勉 部員数 27人（男9人・女18人）

活動スケジュール
４月　基礎トレーニング（デッサン）
５月　基礎トレーニング（デッサン）
６月　基礎トレーニング（遠近・立体感）
７月　作品作り  基礎トレーニング（色付け）
８月　作品作り  基礎トレーニング（色付け）
９月　展示作品や福祉まつりなどの依頼作品の作成
10月　展示作品や福祉まつりなどの依頼作品の作成
11月　学園差し（展示）
12月　作品の再構成
１月　新作作り
２月　新作作り
３月　新作作り

過去の実績
H27　未成年者の禁酒・禁煙ポスター

入選（中学・高校生の部）2作品

顧問
川井 　勝

部長
川又 圭太

顧問　川井 　勝 部員数 9人（男７人・女２人）

活動スケジュール
４月　新入生勧誘
５月　広島県全国高等学校将棋選手権
　      大会参加を目標に対局
６月　大会の結果を基に対局
７月　高等学校将棋竜王戦を目標に対局
８月　大会の結果を基に対局
９月　本校オープンキャンパスでの対局準備
10月　対局
11月　広島県高等学校将棋大会参加を目標に対局
12月　大会の結果を基に対局
１月　対局  次年度への引き継ぎ
２月　対局  卒業生送別
３月　対局  卒業生送別準備

過去の実績
H28　全国高等学校将棋選手権広島県大会出

場部員2名が決勝トーナメント進出
H27　広島県高等学校将棋大会出場
H27　全国高等学校将棋選手権広島県大会出場
H26　広島県高等学校将棋大会出場
H26　全国高等学校将棋選手権広島県大会
H25　広島県高等学校将棋大会出場

顧問
山名 洋輔

部長
古中 弥愛

顧問　山名 洋輔・久保 武史 部員数 14人（男２人・女12人）

活動スケジュール
４月　入学式・クラブ説明・立会演説会
５月　放送コンクール・生徒総会
６月　体育祭
７月　映像作品シナリオ作成・終業式
８月　映像作品撮影・編集・慰霊祭・始業式
10月　オープンスクール
11月　文化祭
12月　終業式
１月　始業式
２月　入試
３月　卒業式

VOICE VOICE VOICE VOICE

囲碁将棋部は囲碁と将棋を通じて、
一生つきあえる仲間づくりと、自分を
高めていくことを目標にしています。
興味がある人はぜひ一緒に頑張りま
しょう。

囲碁将棋部は、とても仲がよく楽しい
部です。みんなが少しでも将棋を強
くなろうと努力して、大会に出て他の
学校の生徒と戦っています。

美術部 囲碁将棋部 放送部
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（田口中学校出身） （牛田中学校出身） （五日市中学校出身）

生徒の自由な発想による自主研究を
テーマとして日々活動しています。身
の回りの事象を科学の光を当てるこ
とにより、新しい視点から物事の本質
を見抜く力を養えるように指導して
います。

主にウォーターロケット大会の上位
入賞をめざして日々活動しています。
また身の回りの疑問についても、科学
の視点で研究を行います。さらに各
種研究大会や高大連携にも参加しま
す。

VOICE VOICE

顧問
櫨木 　崇

部長
小田和典

写真は、簡単・単純に見えますがのめ
り込むととても奥深く、誰もがその魅
力に取り付かれていきます。いろいろ
なシーンで独自のスタイルで写真を
撮ってみませんか。

それぞれが撮った写真を、部室にあ
るプリンターで現像して、写真につい
ていろいろ討論しています。現像した
写真は文化祭で展示しています。ま
た、校外に出向いて撮影会も実施し
ています。

顧問 櫨木　 崇 部員数 10人（男７人・女３人）

活動スケジュール
６月　体育祭
11月　学園祭
12月　クラスマッチ

顧問
井上 美和

部長
福島 　好

顧問　井上 美和・米今 陽子 部員数 22人（男4人・女19人）

活動スケジュール
４月　新入生クラブ紹介
５月　「たけまつり茶会（竹原市）」
６月　浴衣の着付け
７月　七夕茶会  サマースクール（京都）
８月　研修会　お菓子作り
９月　お菓子作り　オープンスクール
10月　私学フェスタ
11月　学園祭  入試説明会 「ふれあい茶会」
12月　クリスマス茶会　お菓子作り
１月　初釜
２月　節分茶会
３月　ひなまつり茶会　卒業茶会

過去の実績
H27 「ふれあい茶会」（11月、縮景園）
H27 私学フェスタ（10月）
H26　 私学フェスタ（10月）
H26 中部中国学校茶道連絡協議会
 研修会 実践発表（8月）
H26 京都 裏千家学園 サマースクール
 参加（7月）

顧問
森岡 　昇

部長
佐々岡 優太

顧問　森岡 　昇・久保 武史 部員数 15人（男10人・女５人）

活動スケジュール
６月　ペットボトル大会準備
７月　ペットボトル大会練習
８月　ペットボトル大会

過去の実績
H27　紙飛行機全国大会出場権獲得

VOICE VOICE VOICE VOICE

お稽古の成果を行事や研修で発表
することで自信をつけ、日頃の生活に
生かしています。心を磨き、「和」の文
化を知ることで、もてなしの心を育ん
でいきます。

茶道やお琴、和菓子作りや浴衣の着
付けなどさまざまな日本の伝統文化
に触れ、礼儀や美しい所作を身につ
けています。男子部員も入部し、楽し
く活動しています。

写真部 和文化部 科学研究部

14
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zoom zoomスタジアム
→海田・東広島方面

横川方面←

↑戸坂方面

三本松

曙営業所曙営業所

●JR …………………………広島駅北口〈新幹線口〉（徒歩約14分）
●広電バス……………………府中方面行・曙営業所下車（徒歩約4分）
●広島バス（大内越峠経由）…戸坂・東浄行〈27号〉
                                         寺分・小河原行〈29号〉
                                         三本松下車（徒歩約1分）

〈交通〉 SETOUCHI

2017・ クラブ紹介


