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VOICE

顧問
一ノ間 成美

学校の代表であるという自覚のもと、日々の生活態
度をはじめ勉学に至るまで、誇りをもって活動して
います。学校行事の運営等諸活動には、正確性と責
任が伴います。生徒会活動を通して得る経験は、生
徒一人ひとりをおおいに成長させてくれます。生徒
会に入れば、充実した高校生活を送れることは間違
いありません！

生徒会長
荒谷 竜也

生徒会執行部は毎朝挨拶運動を行ったり、学校行
事の運営や、ボランティア活動を積極的に行ったり
しています。また、先輩、後輩の仲もよく和気あいあ
いと活動しています。
  生徒会で培ったものは社会に出て、必ず役に立ち
ます。生徒会執行部に入って、一緒に瀬戸内高校を
盛り上げていきましょう！

一ノ間 成美・廣田 裕希
大石 卓也・浦林 祥子

会　長　荒谷 竜也（江波中学校）

副会長　長尾 優貴（大洲中学校）

副会長　清水 稜矢（落合中学校）

書　記　木本 敦也（大洲中学校）

書　記　濱岡 麻衣（早稲田中学校）

幹　事　黒田 竜介（白木中学校）

幹　事　伊藤 南穂（口田中学校）

会　計　竹中 望恵（宇品中学校）

会　計　辻畑 公亮（己斐中学校）

会計監査　松本 紗弥（口田中学校）

会計監査　市山 未遊（温品中学校）

 4 月 生徒会演説・選挙 
 5 月 対面式・クラブ紹介・生徒総会  
 6 月 体育祭
 8 月 原爆慰霊祭
 9 月 オープンスクール
11月 入試説明会・合唱祭・学園祭
12月 クラスマッチ
 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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生徒会執行部生徒会執行部

活動スケジュール

委　　員

顧　　問

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目指します。

〈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

安藤 正晴・前迫　 明
田中 健二郎・木原 良修
平石 健太

部員数
100人（男100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

VOICE
100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、また仲間
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。熱心に指導して下さる先生方のおか
げで、昨年は広島インターハイで全国ベスト８に進出
することができました。また、昨年卒業して現在、鹿島
アントラーズで活躍している安部裕葵先輩もいます。
瀬戸内高校サッカー部で全国大会目指して一緒に
サッカーしませんか。

VOICE

　藤原 雅弥
（安佐南中学校出身）

サッカー部

H28  全国高校総体サッカー　広島インターハイ　ベスト８
H28  高校サッカー選手権広島県大会 準優勝
H28  中国高等学校サッカー新人大会 準優勝
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2014 ３位
H25  U-18フットサルトーナメント全国大会 優勝
H25  プリンスリーグ中国2013　優勝
H22～25  4連覇 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

鹿島アントラーズ所属　安部 裕葵
（平成29年卒業 十条富士見中学校出身）

「人生で一番頑張った3年間にする」と
決めて瀬戸内高校に入りました。この
3年間を目一杯取り組んで、一年一年
を「今年一番頑張った！」と思えるよう
に充実した高校生活を送ってほしい
と思います。

○KASHIMA ANTLERSc



顧問　長谷川 義法

高校生として「学生の本分を尽くす」ことを大切にしています。挨
拶や返事から始まる礼節を重んじること、掃除を真剣にやるこ
と、時間を必ず守ること、仲間を思い大切にすることです。そして、
学業とクラブ活動が両立でき、自分の将来をしっかり考える生徒
の育成に全力で取り組んでいます。高校３年間は人生の基礎と
なる大切な時期です。この３年間でひとつでも多くのことを学び、
何事にも一生懸命取り組んでほしいです。

顧　　問 活動スケジュール

大石 卓也・長谷川 義法
廣田 裕希・宮原 浩明

部員数
90人（男90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

VOICE
私たち硬式野球部は、「気概・初心～チームの為に全
力を尽くす～」というスローガンのもと、夏の甲子園、
春のセンバツ出場を目標に毎日練習に励んでいます。
部員全員が向上心を持ち、切磋琢磨し合うので３年
間で必ず野球の技術が身につき、人間的に成長する
ことが出来ます。本気で野球に打ち込みたい人は校
外グラウンドへ足を運んでみてください。
一緒に甲子園を目指しましょう！

VOICE

部長　坂本 大輝
（東広島・磯松中学校出身）
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野球部

H28  秋季広島県高等学校野球大会 2回戦
H28  第98回 全国高等学校野球選手権大会 3回戦
H27  秋季広島県高等学校野球大会 2回戦
H27  第97回 全国高等学校野球選手権広島大会ベスト16
H27  春季広島県高等学校野球大会 2回戦
H26  秋季広島県高等学校野球大会 ベスト16
H26  第96回 全国高等学校野球選手権広島大会　ベスト16

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・淑女のスポーツです。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。ま
た，生涯スポーツとしてゴルフを始めましょう。

顧　　問 活動スケジュール

金本 伸顕・小林 弘幸

部員数
15人（男12人・女３人）

５月　タイトリストサポート校対抗戦（茨城県）
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

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
ルファーを輩出しており，先輩たちのように地区・全国
で上位に入れるように，日々頑張っています。伝統ある
ゴルフ部で一緒に活動しましょう。

VOICE

部長　杉川　 諒
（福山・城北中学校出身）
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ゴルフ部

H28  全国高等学校春季大会文部科学大臣盾争奪第37回　個人の部出場
H24  第18回　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 第31回個人の部　優勝
H22  第９回　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 第22回　団体の部優勝
H12  全国高等学校ゴルフ選手権　文部科学大臣旗争奪 第20回　個人の部優勝
H11   全国高等学校ゴルフ選手権　文部科学大臣旗争奪 第19回　個人の部優勝



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。中学生の皆さん、瀬
戸内高校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・吉永 朋憲

部員数
21人（男21人）

４月　中国選手権広島地区予選・県大会 
５月　中国選手権・県総体地区予選 
６月　広島県高校総体 
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

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目指しま
す。

VOICE

部長　細川 　岳
（牛田中学校出身）

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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男子バレーボール部

H29  中国選手権広島県大会 ベスト16
H28  体力作り新人バレーボール大会 第３位
H28  県知事杯バレーボール競技大会 第３位
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 第５位

顧問　川西 英昭

目標は広島県で一番になることですが、「良い選手である前に、
良い生徒であれ」を念頭に厳しくも温かく指導していきます。本
年度は留学生も入学したため、より質の高いものを求め、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目指し
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

部員数
29人（男29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　一年生大会 
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

VOICE
今年の春から留学生が加わり、広島県で勝ち抜ける
ように日々厳しい練習に取り組んでいます。また、日
頃から挨拶や掃除をきちんとして、マナーを守ること
も意識しています。詳しい活動内容はクラブＨＰに載
せていますので、そちらもぜひ見てください！

VOICE

部長　岡田 昇大
（口田中学校出身）
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男子バスケットボール部

第42回 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
第64回 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
第59回 広島県高等学校バスケットボール新人大会 ベスト16
第40回 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
第62回 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
第53回 中国高等学校バスケットボール大会 広島県予選 ベスト８

VOICE
広瀬 健太

（サンロッカーズ渋谷（Ｂリーグ）所属）

昨年よりスタートしたＢリーグのサン
ロッカーズ渋谷で中心選手として活躍
した広瀬健太選手を高校時代の2年間
指導しました。オフシーズンの7月には
本校へ指導に来てくれました。昨年は
スティール王にも輝き、本年もますます
の活躍が期待されています。

○SUNROCKERS SHIBUYAC



顧問　山下 裕美

チアリーディングは初心者でも活躍でき、応援し、応援される
競技です。相手チームも応援するという唯一の競技かもしれま
せん。チームのみんなで演技を作り上げていく過程はもちろん、
成功した時の達成感は素晴らしいものがあります。「元気・勇気・
笑顔」をモットーにJAPAN CUP出場を目指し日々練習に励んで
います。何かチャレンジしたいと思っている人は、是非チアリー
ディング部で一緒に汗を流しましょう！

顧　　問 活動スケジュール

山下 裕美・百本 久美

部員数
23人（女23人）

４月　スプリングキャンプ
５月　安全講習会参加　ＧＷ合宿
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

VOICE
私たちは昨年の夏、初めて出場した中四国大会で準
優 勝し、創部当時から目標としていた『JAPAN 
CUP』に出場することが出来ました。今年も2年連続
出場を決めることができました。また、サッカー部や
野球部などの応援や、体育祭・文化祭でも演技を発
表しています。チアリーディングは初心者でもできる
楽しいスポーツなので、一緒にやってみませんか。

VOICE

部長　青木 穂香
（安西中学校出身）
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チアリーディング部

H29  JAPAN CUP2017チアリーディング日本選手権大会　出場
H29  第17回中四国チアリーディング選手権大会　準優勝
H28  JAPAN CUP 2016チアリーディング日本選手権大会　出場
H28  第16回 中国四国チアリーディング選手権大会 準優勝
H28  第27回 全日本高等学校チアリーディング選手権大会  準決勝進出

顧問　谷川 智宏

今年の吹奏楽部の目標は吹奏楽コンクール
とマーチングコンテストで、ともにゴールド
金賞を受賞し中国大会へ出場すること!!その
ために「神は細部に宿る」をモットーに部員
62人全員が毎日練習しています。依頼演奏
も年々増えて演奏機会が多く、とても充実し
ています。私たちと設備の整った新しい音楽
室で3年間吹奏楽に打ち込もう!!
〈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
古木　 好

部員数
62人（男16人・女46人）

４月　入学式 
５月　フラワーフェスティバルパレード
６月　体育祭 
７月　野球応援 
８月　コンクール 
９月　マーチングコンテスト 

10月　私学フェスタ 
11月　吹奏楽まつり　　学園祭 
12月　アンサンブルコンテスト 
１月　私学祭 
２月　地区合同バンド 
３月　定期演奏会 

過去の実績

VOICE
吹奏楽部専用ホームページで私たち吹奏楽部の日常を随時更新してい
ます。ぜひご覧下さい!!
興味を持ってくれた中学生の皆さん！！遠慮なくクラブ見学・体験に来
てください!!
私たちと、この赤いユニフォームを着て広島のテッペンを目指しましょう!!
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
　Facebookページ  瀬戸内高校　吹奏楽部

VOICE

部長　松本 　惠
（落合中学校出身）
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吹奏楽部

H28 　広島県吹奏楽コンクール　A部門　金賞　　　
　　　広島県マーチングコンテスト　初出場　銀賞　　
　　　広島県アンサンブルコンテスト 木管8重奏　金賞・金管8重奏　金賞
H27 　広島県吹奏楽コンクール　A部門　銀賞　　
　　　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8重奏　金賞
H26 　広島県吹奏楽コンクール　A部門　銀賞　　
　　　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



過去にインターハイに出場したことも
ある、伝統あるクラブです。「堅く強く」
を合言葉に堅実かつ上手さだけでは
なく強さも兼ね備えたプレーを心が
け、「県ベスト８・中国大会出場」を目
標にしています。

高校生になってからテニスを始めた
部員が多いですが、全員が目標を
持って日々努力しています。部活の雰
囲気は明るく先輩と後輩との仲が良
いので、瀬戸内高校で気持ちの良い
汗を共に流してみませんか？

VOICE VOICE

顧問
藤原 優子

部長

（高屋中学校出身） （口田中学校出身）

（千代田中学校出身）

（長束中学校出身）

（右）

（左）山中 大輔

平成28年度から部となったことを受け、
「挑戦」、「礼節」、「不屈」の3つを柱に、これま
での意識を変えて、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「楽しさ」などの大切なものを自ら見
い出す、そんな部活にしたいと思います。

平成28年度からバドミントン部になり
ました。部に昇格したことによって部員
の意識が変わり、県大会上位を目指し
て、日々、切磋琢磨しています。厳しい
練習の成果として、創部2年で中国大
会に出場することが出来ました。

顧問 藤原 優子・北本 光 部員数 28人（男14人・女14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

顧問
村越 雅夫

部長
西島　 翼

顧問　村越 雅夫・村井 　修 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

顧問
千野 起暉

部長
頼政 龍哉
小林 未紗

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　合宿 
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　新人大会中国大会
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春季高校生大会

過去の実績

VOICE VOICE VOICE VOICE

ソフトボール部は県ベスト4、私学
大会などの全国大会出場を目指し，
チーム一丸となって日々練習に励
んでいます。校外のグランドで仲良
く真剣に人間力の向上を目指しま
しょう。

ソフトボール部は部内の仲も良く、
団結力のあるクラブです。少ない練
習時間の中で協力する事を通じて
身に付けた団結力で県ベスト4を目
指し頑張っています。
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バドミントン部 ソフトボール部 テニス部

H28　春季選手権大会 ベスト８
H27　中第3回 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
H26　全国高等学校総合体育大会　広島

　　県予選ベスト８

H29　第70回 広島県高等学校総合体育大会
　　（個人）男子２名、女子２名地区予選突破

H28　第57回 広島県高等学校テニス選手権
　　大会　男子シングルスベスト32，ダブルス  
　　ベスト16

H28　第69回 広島県高等学校テニス新人
　　大会 男子団体  ベスト16

H28　第69回 広島県高等学校テニス新人
　　大会 男子シングルス  ベスト32

H29　全国高等学校総合体育大会バドミントン競技大会
　　 高松宮記念杯第６８回全国高等学バド

　 ミントン選手権大会
　　 女子シングルス出場
H29　第60回記念中国高等学校バドミントン

　　選手権大会（中国大会）出場
H29　広島県高等学校総合体育大会広島地区予選

　　会、女子シングルス優勝・女子ダブルス3位
H28　第25回 広島県高等学校バドミントン

　　１年生大会　ベスト16

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、仲が良
く、インターハイ出場という目標のも
と、日々 練習に励んでいます。

水泳部の練習はそれぞれ所属しているク
ラブチームで行っています。昨年度は県選
手権大会で、男子総合３位入賞を果たし
ました。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
し、10名が中国大会への切符を手に入れ、
3名がインターハイ出場を果たしました。

VOICE VOICE

顧問
清水 　巌

部長
前　 孝平

明るくフレンドリーな雰囲気の中で、
体力と技術の向上に努めています。文
武両道を心掛け、卓球を「楽しみ」な
がら「強さ」を身に付けています。初心
者もおり、みんなで卓球のすばらしさ
を日々 体感しながら、活動しています。

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練習に励ん
でいます。みんなで声を出し合いな
がら、楽しく練習しています。仲間と共
に技を磨き、県大会をめざして日々頑
張っています。

顧問 清水 巌・北尾 和哉 部員数 19人（男16人・女3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
11月　県駅伝
１月　冬合宿 

過去の実績

顧問
浦林 祥子

部長
藤原 美侑

顧問　浦林 祥子・山本 綾子 部員数 19人（男12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 
６月　広島県中学高校卓球大会広島市

予選・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・

全日本ジュニア市予選
８月　広島市高校卓球選手権大会・広

島市高校選抜大会
９月　全日本ジュニア県予選
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

顧問
大角 直行

部長
折田 一朗

顧問　大角 直行 部員数 18人（男12人・女6人）

活動スケジュール
５月　広島地区高校春季水泳大会（グリーンアリーナ）
６月　広島県高等学校総合体育大会(ビッグウェーブ)
　　  広島地区高校選手権予選会(基町高校)
７月　広島県高校選手権水泳競技大会(ローズアリーナ)
　　　中国高校水泳選手権大会(岡山県)
８月　全国高等学校選手権大会(宮城県)
　　　広島地区高校秋季水泳大会(舟入高校)
９月　広島県高校新人水泳大会(県立みよし公園プール)
10月　中国高等学校新人水泳競技大会(山口)

過去の実績

VOICE VOICE VOICE VOICE

陸上競技部は、人としても成長できるよう、日々の
活動に力を注いでいます。部員が日々つらいメ
ニューを乗り越え、勉強と両立してこられたのは、
部員同士の結束力が固く、お互いに支え合って頑
張ってきたからです。そんなお互いに高めあうこと
のできる関係を陸上部に入って築いてみません
か？やる気のある人はぜひ一緒に頑張りましょう。

陸上競技部は、部員同士とても仲が良く、毎日楽
しく活動しています。今年もたくさんの新入部員
が入り、より一層にぎやかになりました。陸上競
技部は、毎年県大会に出場しており、今年も目標
を高く設定し、日々練習に励んでいます。陸上部
に入って、僕たちと一緒に青春しましょう。
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（府中・府中中学校出身） （己斐上中学校出身） （東広島・磯松中学校出身）

卓球部 陸上部 水泳部

H28　第65回 広島県高校卓球選手権大会出場
H28　第69回 広島県高等学校総合体育大会
　　　（卓球）出場
H28　第11回 広島県中学高等学校卓球大会出場
H28　全日本卓球選手権大会（ジュニアの部）
　　　広島県予選出場
H28　第62回 広島県高校新人卓球大会（団体・
　　　個人）出場
H27　第64回 広島県高等学校卓球選手権大会・第　

　　68広島県高等学校総合体育大会（卓球）出場
H27　第61回 広島県高等学校新人卓球選手権
　　　大会兼全国選抜広島県選抜出場

H28　県大会出場（800ｍ、1500ｍ、走高跳）
H27　県大会出場（1500ｍ、走高跳、砲丸投）
H28　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）

H28　広島県高等学校総合体育大会出場
H28　中国高等学校選手権水泳競技大会

　　出場
H28　全国高等学校総合体育大会出場
H28　中国高等学校新人水泳競技大会出場

　



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、日々の練習を熱心に
取り組んでいます。大変で辛いときも
ありますが、それを乗り越えると、達成
感や楽しみを辛さ以上に感じます。そ
して、勝利の喜びを一緒に分かち合
いましょう！

VOICE VOICE

顧問
小林 千夏

部長
福山 弥咲

バスケットの技術向上だけでなく、内面の
成長も目指して活動しています。部活動
を通して、挨拶をすること、目標達成に向
けてひたむきに努力すること、自分のこと
だけでなく周りのことを考えることなどの
大切さを学んでほしいと考えています。

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 小林 千夏・松岡雄太郎 部員数 12人（女12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

顧問
一ノ間 成美

部長
鈴木 夏音

顧問　一ノ間 成美・高見 祐佳 部員数 21人（女21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

顧問
竹下 将人

部長
朝山 皓貴

顧問　竹下 将人・薄井 香織 部員数 9人（男7人・女2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

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んでいま
す。また、明るく個性豊かな部員たちが、
それぞれの個性を活かして活躍してい
ます。昨年度は県大会に出場するなど
の実績を残しました。さらに上を目指
し、部一丸となって取り組んでいます。

私たちは、先輩、後輩仲良く、明るく楽
しく活動しています。また、県ベスト８
を目標に日々練習に励んでいます。部
活動を通して、バレーボールの技術
だけではなく、人間性を高め、精神的
にも成長できる部活です。
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（庚午中学校出身） （東広島・高美が丘中学校出身） （口田中学校出身）

女子バスケットボール部 女子バレーボール部 柔道部

H28　高等学校秋季バスケットボール大会 
　　兼 第47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8
H28　第69回 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８
H27　第60回 中国高等学校バスケットボール

　　選手権大会　広島県予選 ベスト16
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　第27回 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

H28　第69回 中国高等学校バレーボール
　　　選手権大会  地区予選出場
H28　第69回 広島県高等学校総合体育大会  
　　　インターハイ予選出場
H28　第69回 広島県高等学校総合体育大会  
　　　地区予選出場
H28　第68回 広島県高等学校総合体育大会  
　　　地区予選出場
H28　第67回 中国高等学校バレーボール

　　選手権大会  地区予選出場

H28　全国高校柔道広島県予選　個人60kg
　　　級 ベスト８
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
H22　中国大会県予選３位　中国大会出場

　　県総体３位　個人90㎏級　県総体３位
H21　中国大会県予選３位　中国大会出場　
　　 県総体３位　個人90㎏級　.県総体２位

If you like speaking English, or things
like foreign music and movies, the
English Speaking Society is the club
for you. We enjoy learning and
speaking English through using games,
and also learn about different cultures.

週に2回火曜日と金曜日に活動してい
ます。
内容は、外国のゲームをしたり、外国
の文化の勉強もできます。週に2回し
かないので勉強と両立もできます。

VOICE VOICE

顧問
谷上 弥生

部長
水木 啓介

本校剣道部は、中国大会出場を果たしたこ
ともある伝統ある部活動です。経験者も初
心者も、一緒に練習を行っています。初心者
でも、3年間で段位を取ることも可能です。
実際に、高校3年間で2段を取得した生徒も
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。

初心者でも日々の稽古を一生懸命やれば経
験者に引けを取らないほどの実力になります。
部内の雰囲気はとても良く、稽古中は緊張感
を持ち、先輩後輩関係なく注意しあったりしま
すが、稽古が終わったらとても仲の良い仲間に
なります。日々厳しい稽古を行い、「剣道」を通
して自己を高めていけるよう努力しています。

顧問 谷上 弥生・井上 花織 部員数 7人（男6人・女1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

顧問
三浦 　学

部長
久保 光希

顧問　三浦 学・金本 伸顕 部員数 2人（男2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

顧問
アンソニー ダグラス

部長
千葉 名奈

顧問　アンソニー ダグラス 部員数 20人（男7人・女13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

現在、部員が少なく商業研究発表大会の参加はで
きていませんが、シーツーサミットや宮島水中花火大
会,宮島かき祭り、清盛まつりの観光イヴェントには毎
年スタッフとして参加しています。こうした広島県の
観光ＰＲ活動や地域貢献活動を通じて主体的に行
動する力を身に付けて欲しいと思います。念願の大
会出場のため皆さんの入部をお待ちしています！

商業研究部は普通科高校でありながら全国商業クラブ連
盟に加盟するクラブで、商業研究発表大会では過去６度
全国大会に出場しています。主な活動内容は広島県の商圏
調査や旅行商品の開発、シーツーサミットなどへのスタッ
フ参加です。検定試験にも積極的に挑戦しひ昨年度は全国
商業高等学校協会主催の情報処理検定１級をはじめ、ビジ
ネス文書１級,商業経済検定１級に合格しています。
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（国泰寺中学校出身）（戸坂中学校出身）（安芸津中学校出身）

剣道部 商業研究部 ESS部

H28　 第62回 中国高等学校剣道選手権大会
　　　広島予選会 個人戦　3回戦進出
H28　広島県総合体育大会 個人戦 出場
H28　広島高等学校新人剣道大会[剣道形]
　　　3回戦進出  
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

H25　「ふれあい茶会」（11月、縮景園）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

If you like English and foreign countries, 
or if you just want to prepare for the 
Eiken test, the English Speaking Society 
is for you. We meet twice a week and 
do our best to have fun while not only 
learning English, but also studying about 
different countries and cultures. If you're 
interested, please join us.



放送部では発声練習やアクセントの研
究をしてコンクールの入賞を目指して活
動しています。昼休みには生徒からのリ
クエストの音楽やクラシック音楽を放送
しています。学校行事では円滑な進行を
するという大切な仕事を担っています。

放送部では、日々 の発生練習をしたり、ア
ナウンス練習をしたりして、NHK放送コ
ンテストなどの大会に向けて練習してい
ます。各行事では音響、アナウンス等の
仕事をし、みんなが楽しい学校行事だっ
たと思ってもらえるよう頑張っています。

VOICE VOICE

顧問
佐久間 勉

部長
白井 竣

美術館，各種の作品展、芸術系学部の大学
や専門学校のオープンキャンパスやオー
プンスクールの参加するなど、年間６回ぐ
らいの見学などを通して、芸術的慣性を高
めるようにしています。今後は、他校の美
術部などと合同活動を通して基本技術含
めた技術の向上を計画しています。

部員それぞれが自由に描くことを第
一としています。デッサンなどの基礎
演習を積み重ね、コンテストやポス
ター作品に応募することが主な活動
内容です。

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等の依頼作品の作成
10月　展示作品や福祉まつり等の依頼作品の作成
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

顧問
川井 　勝

部長
武内 直也

顧問　川井 　勝 部員数 11人（男11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

顧問
山名 洋輔

部長
平松 夕紗

顧問　山名 洋輔・久保 武史 部員数 10人（女10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
9 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
える仲間と、自分を高めていくことを目標にして
います。囲碁も将棋も考えれば考えるだけ上達で
きる競技です。戦略を練ることは人生でも必ず
役に立ちます。そして、そんな同じ目標を持った
仲間がいることも人生で大きなプラスになりま
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、みんな仲がよく同じ趣味を持つ仲
間が集まるとても楽しい部です。部員そして年間
３回開催される広島県の囲碁将棋の大会に出場
します。昨年度は決勝トーナメントにも進出する
ことができました。それも普段から仲間と一緒に
対局をしていた成果だと思います。ぜひ囲碁将棋
部に入って、僕たちと一緒に対局をしましょう。

13

（吉島中学校出身） （早稲田中学校出身） （府中・府中緑ヶ丘中学校出身）

美術部 囲碁将棋部 放送部

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

H28　第25回 広島県高等学校将棋大会出場
　     部員1名が決勝トーナメント進出

H28　第29回 全国高校将棋竜王戦 広島県予選
　　　 大会出場
H28　第52回 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　第24回 広島県高等学校将棋大会出場
H27　第51回 全国高等学校将棋選手権 広島県 
           大会出場
H26　第23回 広島県高等学校将棋大会出場

昨年度の活動としては、広島工業大学で行われた
高校対抗水ロケット大会に参加しました。また、本
校のオープンスクールでのペットボトル体験の準
備や補助などを行いました。３年生が卒業して、部
員は全員女子です。男子部員が入部してくれると
大変助かります。興味のある人、やってみたい実験
がある人は、ぜひ理科室によってみてください。

この部活は毎週水曜日と授業のある土曜
日に活動しています。部員は新入部員が1
人入り女子５人です。理科が苦手でも楽し
める部活です。また、活動日数は多くても週
２日、少なくて週１日なので気軽に来れる
部活なので、ぜひ来てみてください。

VOICE VOICE

顧問
櫨木 　崇

部長
小野間大河

写真部は，写真に詳しいか詳しくない
かに関係なく誰でも自由に入部でき
ます。また、他クラブとの掛け持ちも自
由です。少しでも写真に興味のある
生徒はぜひ入部してみてください。

写真部は先輩後輩関係なく、みんなで楽しく週3
回活動しています。写真について語ったり、時には
校外にみんなでいろいろな写真を撮りに行くこと
もあります。体育祭や学園祭の時は、部員みんな
で協力してたくさんの写真を撮っています。少し
でも興味のある人は入部してみてはどうですか。

顧問 櫨木　 崇 部員数 ８人（男５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
山根 美奈

顧問　井上 美和・米今 陽子 部員数 14人（男2人・女12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

顧問
森岡 　昇

部長
横山 　茜

顧問　森岡 　昇・久保 武史 部員数 ５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

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
にふれ、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。

14

（江田島・江田島中学校出身） （牛田中学校出身） （安佐南中学校出身）

写真部 和文化部 科学研究部

H28　エキキタ ペデストリアンデッキ完成
　 イベント（10月）

H28　私学フェスタ（10月）
H28　京都 裏千家学園 サマースクール

　　参加（７月）
H27　「ふれあい茶会」（11月、縮景園） 

 

H27　紙飛行機全国大会出場権獲得



CLUB INFORMATION

2018

2017・クラブ紹介2018・ クラブ紹介

SETOUCHI
人工芝グランド 音楽室2階建体育館

充実したクラブ環境、最新のトレーニング機器導入。
トレーニング室


