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生徒会執行部

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！

Voice

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
大石 卓也
上野 和輝

会　長　岡野 彩香（●●中学校）
副会長　増木 悠希（●●中学校）
副会長　●● ●●（●●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。

活動スケジュール

委　　員

顧　　問
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Voice

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

活動スケジュール

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　選手権決勝トーナメント 
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

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。佐々木 達也

（●●●中学校出身）

H29
H29

H29 
H29  
H28 
H22～25 

高校サッカー選手権広島県大会  準優勝
広島県高等学校総合体育大会サッカー
広島県大会　準優勝
プリンスリーグ中国2017　準優勝
プレミアリーグ参入戦　出場
全国高校総体　ベスト８
広島県高校総体サッカー　４連覇

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

サッカー部

Voice

Voice

Voice

顧　　問

安藤 正晴
田中 健二郎
濱本　康介

前迫　 明
木原 良修

部員数 108人（男108人）
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活動スケジュール

過去の実績

私たち硬式野球部は、①野球以前を大切にする。②一球・基本を
大切にする。③陰の努力を怠らない。という心掛け３ヶ条を掲げ、
夏の甲子園、春のセンバツ出場を目標として毎日の練習に励んで
います。野球部として３年間を本気で取り組むと、野球技術の成
長はもちろん、人として大きく成長することができます。私たちと
本気で野球に打ち込み、一緒に甲子園を目指しましょう。

H29
H29
H29  
H29
  
H29  
H28  
H28 

第90回記念選抜高等学校野球大会  1回戦
秋季中国地区高等学校野球大会  第3位
秋季広島県高等学校野球大会　第3位
第99回全国高等学校野球選手権
広島大会　ベスト16
春季広島県高等学校野球大会  1回戦
秋季広島県高等学校野球大会  2回戦
第98回全国高等学校野球選手権
広島大会  3回戦

野球部

Voice

顧　　問

大石 卓也
廣田 裕希

長谷川 義法
宮原 浩明

部員数 71人（男71人）

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。

４月　春季広島県大会 
５月　県外遠征(練習試合) 
６月　春季中国地区大会 
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

3

Voice

新保 利於
（●●●中学校出身）

活動スケジュール

過去の実績

H29

H24
　
H23
  
H22
  
H13 
 
H22
 
H11

全国高等学校春季大会文部科学大臣
盾争奪第38回　個人の部出場
第18回　日本ジュニアゴルフ選手権競技
優勝
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
第９回　ジュニアオープンゴルフ選手権　
優勝
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
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
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

ゴルフ部

顧　　問

金本 伸顕 上野 和輝

部員数 12人（男9人・女3人）部員数 12人（男9人・女3人）

4

顧問　金本 伸顕

ゴルフは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，多くのゴルフ場などの協力のもと，全国大会・
上位活躍を目指し活動しています。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。”いま”というこのときを大事にしましょう。 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　中国高等学校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

ゴルフは小さな子どもからお年寄りまで，幅広い年齢層が楽し
むことのできるスポーツです。技術はもちろんのこと，人としても
成長ができるクラブです。数多くのプロゴルファーを輩出してお
り，地区・全国大会で上位に入れるように，日々練習に励んでいま
す。伝統あるゴルフ部で共に汗を流しましょう。

Voice

Voice

濵田 将吾
（●●●中学校出身）



活動スケジュール

過去の実績

H30
H30
H30
H30
H29
H29

中国高等学校選手権広島県大会  第５位
全国私立高等学校選手権大会　出場
中国高等学校新人大会　出場
広島県高等学校新人大会　第５位
広島県高等学校選手権大会　第３位
県知事杯バレーボール大会　準優勝 
  

男子バレーボール部

顧　　問

川口 直樹 木野 貴之

部員数 30人（男30人）
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Voice

Voice

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

５月　中国高等学校選手権大会 
６月　広島県高等学校総合体育大会 
８月　県知事杯バレーボール競技 
10月　国民体育大会 
11月　広島県高等学校選手権大会
１月　全国高等学校選手権大会 
２月　中国高等学校新人大会 
３月　全国私立高等学校選手権大会

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

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。

山本 大河
（●●●中学校出身）

活動スケジュール

過去の実績

H29

H29

第65回　広島県高等学校バスケット
ボール新人大会　第4位
第36回　広島地区高等学校バスケッ
トボール1年生大会　優勝  
 

男子バスケットボール部

顧　　問

川西 英昭 井原 　修

部員数 36人（男36人）
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Voice

Voice

Voice

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。

４月 中国大会広島県大会 
５月 中国大会　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
２月 新人戦　中国大会
３月　中国大会県予選

昨年の春から留学生が加わり、インターハイ出場を目指して
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！

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

（●●●中学校出身）
水元　 崚



活動スケジュール

過去の実績

H30

H29

H29

H28

H28

第24回西日本チアリーディング
選手権大会　第９位
JAPAN CUP2017チアリーディング
日本選手権大会　出場
第17回中四国チアリーディング
選手権大会　準優勝
JAPAN CUP 2016チアリーディング
日本選手権大会　出場
第16回中国四国チアリーディング
選手権大会準優勝　   

チアリーディング部

顧　　問

山下 裕美 百本 久美

部員数 31人（男1人・女30人）
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Voice

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！

チアリーディング部は初心者26名、経験者５名の計31名で活
動しています。各クラブの応援や、イベント出演、大会出場が
主な活動内容です。昨年度は、中四国チアリーディング選手
権大会で準優勝し、全国大会であるJAPAN  CUPに２年連続
で出場しました。嬉しい時も辛い時も隣にいるメンバーは、第
二の家族のようなかけがえのない存在です。皆さんも私たちと
一緒に充実しキラキラした高校生活を送りませんか。

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
11月　入試説明会演技・安全講習会参加
　　　学園祭 
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 

Voice

（●●●中学校出身）
藏園　 茜

活動スケジュール

過去の実績

H29

H29
H29

H29

H29

H28
H28

H28

第41回広島県高等学校総合文化祭
最優秀賞
広島県代表となり第42回全国高等学校
総合文化祭へ出演決定
第58回広島県吹奏楽コンクールA部門 金賞
第30回全日本マーチングコンテスト
広島県大会　銀賞
第55回中国中学校・高等学校
吹奏楽まつり　廿日市市長賞
第41回広島県アンサンブルコンテスト
サクソフォン4重奏　金賞
トランペット4重奏　銀賞
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　など

吹奏楽部

顧　　問

谷川 智宏 三好 洋子

部員数 69人（男17人・女52人）
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Voice

Voice

顧問　谷川 智宏

とにかく明るく！！楽しく！！元気よく！！吹奏楽部69人で「神
は細部に宿る」をモットーに日々活動しています。マーチング
を始めて３年目。今年はカラーガードもデビューしました。吹
奏楽コンクールもマーチングコンテストも中国大会出場を目指
して練習しています。その他の演奏機会も大変多く充実してい
ます。私たちと吹奏楽づけの3年間を過ごしましょう！！
〈略　歴〉元広島ウインドオーケストラ・サクソフォーン奏者

私たちは男女問わず仲がよく、全員で目標を持って、吹奏楽コンクー
ルやマーチングコンテストなど、様々な大会や行事に向けて全力で
取り組んでいます。今年8月には、全国総合文化祭に広島県代表と
して出場することが決まりました。瀬戸内サウンドを全国の人に知っ
てもらえるよう、みんなで”いい音楽”を追求しています。私たちと
一緒に、吹奏楽に情熱を燃やし、”青春”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
Facebookページ　瀬戸内高校　吹奏楽部

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　吹奏楽コンクール 
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　広島地区合同バンド演奏会 
３月　定期演奏会 

（●●●中学校出身）
山路 夏佑



ほとんどがテニス未経験者ですが、「県大会ベスト８、中国大会
出場」を本気で目指し、チーム全体で日々練習に励んでいます。
今年度は「一点突破・全面展開」をスローガンとしています。本
校テニス部ではテニスの技術だけでなく人として成長できる
ような部活動です。大会はほぼ毎月、合宿が年2回などテニス
部はオフシーズンがなく年中活発に活動できます。初心者でも
どんどん上達するので、やる気のある人は是非テニス部へ！

高校生になってからテニスを始めた部員が多いです
が、一人ひとりが勝利へのこだわりを強く持ち、1球を
大切に打ち合い競い合う部活です。部員数は多くあ
りませんが、互いを尊重し合い質を高めて練習に励ん
でいます。部活の雰囲気は時に明るく、時に厳しく、先
輩と後輩・男女関係無く仲が良いので、瀬戸内高校テ
ニス部で共に気持ちの良い汗を流してみませんか？

部長

（●●中学校出身） （●●中学校出身） （●●中学校出身）
安達 昇吾

バドミントンは、他の競技の中でもスピードが特
化した競技です。そのスピードを向上させるため
に生徒は日々厳しい練習を行っています。県大
会、インターハイ出場という大きな目標に向かっ
て生徒一人一人が「自分には何が足りないのか」
「どのようにしたら一段階上のレベルにいけるの
か」といった自立心を育てることができます。

バドミントン部は個性的な部員が多く、元気に活動してい
ます。昨年は創部２年でインターハイに出場することがで
きました。今年は男女ともに新入生もたくさん入部し、男
子は県大会出場、女子はインターハイベスト８を目標に毎
日厳しい練習に励んでいます。辛い練習を仲間と乗り越え
ることで技術面だけでなく、精神面でも成長できます。高
校から始めた部員も多いので初心者でも大歓迎です！

顧問 薄井 香織・池田 大地 部員数 33人（男18人・女15人）

活動スケジュール
４月　県総体広島地区大会
６月　県総体広島県大会
　　　中国高等学校選手権大会
８月　インターハイ
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 部長
砂川 龍斗

顧問　村越 雅夫・村井 　修 部員数 15人（男13人・女2人）

活動スケジュール
４月　広島県春季選手権
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 内田 瑛士

顧問　千野 起暉・大羽 大喜 部員数 25人（男14人・女11人）

活動スケジュール
４月 広島県総体（個人戦）地区予選
５月 GW合宿（江田島） 
６月 広島県総体（団体・個人戦）
８月 広島市夏季選手権・夏合宿（福岡）
 広島県新人大会（個人）地区予選
９月 広島県新人大会（個人）
10月 広島県新人大会（団体）
12月 広島県選手権大会（個人）地区予選
１月 広島県選手権大会（個人）
３月 広島市春季選手権

過去の実績

ソフトバール部は県ベスト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
でおります。校外グランドで仲良く
真剣に人間力の向上を目指します。

　ソフトボールは野球と同じく、みんなが気持ちをつないでいか
ないと得点に結びつきません。しかも野球より気が抜けないところ
もあって、難しくも面白い競技です。団体スポーツだからこそ、一人
ひとりがチームのために全力を尽くさないといけません。それが勝
利や試合ぶりに現れたとき、掛け替えのない喜びが生まれること
が学べてきました。今後もチームメイトを大事にしながら、精神力・
体力の強化を目指して、みんなで頑張っていきたいと思います。
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H29 第70回広島県高校総合体育大会
 ベスト８
H29 秋季選手権大会ベスト8
H29 新人戦大会ベスト8
H28 春季選手権大会ベスト８
H27 第３回全国私学男子ソフトボール
 大会ベスト17
H27 新人戦大会ベスト8
H27 秋季選手権大会ベスト8

H30 広島県総体（個人戦）
 男子S1名、女子D1組  地区予選突破
H29 広島県選手権大会（個人戦）
 男子S1名出場
H29 広島県新人大会（団体戦）　出場
H29 広島県新人大会（個人戦）
 男子S2名、女子S1名，女子D1組出場
H29 広島県総体（団体戦）出場
 （個人戦）男子S2名出場、女子D1組出場
H28 広島県新人大会（団体戦）
 男子ベスト16、女子出場

H30 第50回県高校バドミントン個人選手権
 大会広島地区予選会
 女子シングルス　優勝・3位
 女子ダブルス　　優勝・3位
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

バドミントン部 ソフトボール部 テニス部

Voice Voice Voice Voice Voice Voice

顧問
池田 大地

創部57年の伝統あるクラブで、過去に
はオリンピック選手を輩出しています。
現在、学校にはプールがないので、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、全国高等学校選手権水泳競技大会
を目指して、日々 練習に励んでいます。

水泳部の練習は、それぞれ個人個人
が所属しているクラブチームで行っ
ています。昨年度はリレーで中国大
会に出場しました。私たちは、全国大
会出場を目指して頑張っています。

顧問
松岡 雄太郎

部長
小佐古　輝

卓球部は、先輩・後輩，経験者・初心者関
係なく、力や技術とともに、人間的な成
長を目指し、活動しています。初心者も
多く、卓球の「楽しさ」を日々体験しなが
ら、県大会出場を目標に、「強さ」も身に
付けながら日々 の練習に励んでいます。

先輩・後輩の仲が良く、初心者・経験
者ともに日々の練習に励んでいます。
文武両道を心がけ、勉強と部活のメ
リハリに気をつけ、「心・技・体」の向上
に努めています。仲間とともに県大会
出場を目標に頑張っています。

顧問 松岡 雄太郎・伊木 智子 部員数 15人（男12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
山本 綾子

部長
鉄原 一貴

顧問　櫨木　崇・山本 綾子 部員数 21人（男14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地区予選
 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 広島県高等学校総合体育大会
 広島県中学高校卓球大会地区予選
７月 広島県中学高校卓球
 全日本ジュニア地区予選
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

顧問　大角 直行 部員数 20人（男15人・女5人）

活動スケジュール
５月　広島地区春季水泳大会（グリーンアリーナ）
６月　広島県高等学校総合体育大会（ローズアリーナ）
　　  広島地区高等学校選手権水泳大会（基町高校）
　　  広島県高等学校選手権水泳競技大会（ビックウェーブ）
７月　中国高等学校選手権水泳競技大会（米子）
８月　全国高等学校選手権大会（愛知）
　　　広島地区秋季水泳競技大会（美鈴が丘高校）
９月　広島県高等学校新人水泳競技大会（三次）
10月　中国高等学校新人水泳競技大会（山口）

過去の実績

陸上競技部は、部員同士がとても仲良く、毎日
楽しくも厳しく活動しています。今年もたくさん
の進入部員が入り、より一層にぎやかになりま
した。生徒はそれぞれの種目の練習メニューを
毎日真剣にこなし、県大会やインターハイを目
標に、日々練習に励んでいます。陸上競技部に
入って充実した高校生活を送ってみませんか。

陸上競技部は先輩と後輩の仲が良く、日々和気あいあいと楽しく
活動しています。陸上経験者も多いですが、毎年いろいろな種目
で県大会に出場しています。練習メニューは辛く苦しい時もあり
ますが、互いに励まし合い続けることで、確実に力をつけることが
出来ます。部活と勉強の両立も可能で、多くの部員が特進コース
や公務員コースで勉強面にも力を注いでいます。心身ともに成長
出来る陸上競技部で、一緒に充実した高校生活を送りませんか？
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（●●中学校出身） （●●中学校出身）

H29 第66回広島県高校卓球選手権大会出場

H29　第70回広島県高等学校総合体育大会
 （卓球）出場

H29　第12回広島県中学高等学校卓球大会出場

H29　平成29年度全日本卓球選手権大会
 （ジュニアの部）広島県予選

H29　全国選抜県予選出場

H29　第63回広島県新人卓球大会出場

H29 県大会出場（800ｍ、1500ｍ、走高跳）
H28 県大会出場（1800m、500ｍ、走高跳）
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）

H29　広島県高等学校総合体育大会出場
H29　中国高等学校選手権水泳競技大会
　　出場
H29　中国高等学校新人水泳競技選手権
　　出場

Voice Voice Voice Voice Voice Voice

卓球部 陸上部 水泳部



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。柔道と
は人間教育でもあり心身共に鍛える事ができ、そ
の経験は役に立ちます。部員数は少ないながらも
全員が高い向上心をもって、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！

顧問
小林 千夏

部長
久野 楓叶

バスケットの技術向上はもちろん、挨拶を
きちんとすること、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内面を磨く
ことも重要視しています。選手もベンチも
一丸となって「全員バスケ」で頑張ります。

毎日の練習の中で、とにかく最後までやりきること、何
事も一生懸命やることを心がけて練習しています。キャ
プテンになり、チームのために自分はどう在るべきなの
か、何ができるのかを考えられるようになりました。声
を出すことや走ることなど、何事にも「全員で」を徹底し
てチーム力を高め、まずは県ベスト８を狙います。

顧問 小林 千夏・島　 正則 部員数 15人（女15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
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 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
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
小橋 玲花

顧問　一ノ間 成美・高見 祐佳 部員数 23人（女23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
田原 真大

顧問　竹下 将人 部員数 11人（男9人・女2人）

活動スケジュール
４月　中国大会県予選、県総体予選
５月　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
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　高校錬成大会，平和カップ

過去の実績

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。今年度は
県総合体育大会において県大会に出場す
るなどの実績を残しています。常に上を目
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動です。
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H30 第71回 広島県高等学校総合体育大会
 バスケットボールの部広島地区予選 ベスト4
H30 第62回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 ベスト４
H29 第36回広島県バスケットボール1年生大会 第3位
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
H28 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
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
H27 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８

H30 第71回 広島県高等学校総合体育大会バレーボール
 広島地区予選会　ベスト14
H30 第70回 中国高等学校バレーボール選手権大会 地区予選　ベスト15
H29 平成29年度 広島県高等学校新人バレーボール大会地区予選出場
H29 第70回 全日本バレーボール高等学校選手権大会
 広島地区予選会　ベスト16
H29 平成29年度 県知事杯バレーボール大会　ベスト16
H29 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  地区予選出場

H30 中国大会県予選　7位
H29 県総体地区予選　個人60kg級　5位，
 広島県高等学校柔道大会　男子3部　2位
 地区新人　男子2部　3位
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48kg級　県総体３位

Voice Voice Voice Voice Voice Voice

女子バスケットボール部 女子バレーボール部 柔道部

The English Speaking Society is a club for 
anyone who is interested in English, English 
music, English movies, and foreign culture. We 
learn through games and different activities, 
invluding writ ing postcards to foreign 
countries in English, and interviewing tourists 
at the Peace Park. We hope you'll join us.

ESS部は週に2回、1年生12人、2年生9人、3
年生3人の24人で楽しく活動しています。
活動内容は英検対策などの勉強や海外
のゲームや映画鑑賞です。さまざまな活
動を通じて、英語の勉強をするだけでなく
異文化についても知ることができます。

顧問
川﨑 　剛

部長
二艘木 陸

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年間で二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。

私たち剣道部は、男女あわせて8人で毎週月曜日から
土曜日に2時間稽古をしています。男女ともに仲が良
く、充実した高校生活を過ごすことができています。し
かし、練習になるとみんなの顔つきが変わり、緊迫感の
ある練習になります。指導をしてくださる先生方も剣道
の技術だけでなく、精神面についても大きくさせてく
れるので、人として大きく成長することが出来ます。

顧問 川﨑 　剛・森定 真世 部員数 8人（男7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
稲垣 凌陽

顧問　アンソニー ダグラス・谷上 弥生 部員数 25人（男9人・女16人）

活動スケジュール
４月　1st Graders Welcome Party
５月　Eiken Practice
６月　English Games
７月　Interview Practice
８月　Peace Park Interviews
９月　English Games
10月　Halloween Party
11月　School Festival
12月　Christmas Party
1月　English Movies
２月　Graduation Party
３月　English Movies

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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（●●中学校出身）（戸坂中学校出身）（●●中学校出身）

H29 広島地区春季総合体育大会
 剣道の部　団体戦
H29 第63回 中国高等学校剣道選手権大会
 広島県予選会 団体戦・個人戦　出場
H29 広島県総合体育大会　
 団体戦・個人戦　出場
H29 広島高等学校新人剣道大会
 剣道形・団体戦・個人戦　出場

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

Voice Voice Voice Voice Voice Voice

剣道部 商業研究部 ESS部



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リクエストが
あった音楽をやクラシック音楽を放送して
います。学校行事の際には行事を円滑に進
行するという大切な仕事を担っています。

放送部では，発声練習をしたり、アナウン
ス練習をしたりして、放送コンテストなど
の大会に向けて、日々 、練習に励んでいま
す。行事の際には音響、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。

顧問
佐久間 勉

部長
白井 竣

本校では、芸術教科で美術が開講されていないた
め、美術専門の先生が不在である。したがって、基本
技術なども含め専門的に技術を指導することは難し
い状況である。しかし、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る。

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 25人（男8人・女17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
真鍋 太一

顧問　川井 　勝 部員数 19人（男17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

顧問
藤原 優子

部長
長松 琴音

顧問　久保 武史・藤原 優子 部員数 8人（男1人・女7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　終業式
８月　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 

囲碁将棋部は主に将棋の対局を中心に活動しています。将棋と囲碁を通
じて、一生つきあえる仲間を見つけ、その仲間と自分を高めていくことを目
標にしています。将棋も囲碁も考えれば考えるだけ上達できる競技です。
そしてどこまで考えても終わりが見えないほど、奥が深い競技でもありま
す。勝つための戦略を練ることは人生でも必ず役に立ちます。どちらもい
くつになっても続けられる競技で、同じ趣味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、現在19名で活動しています。みんな仲が
よく同じ趣味を持つ仲間で集まり、対局をするとても楽しい
部です。部員全員が少しでも将棋や囲碁を強くなろうと頑
張っています。年間に三回開催される広島県の高校将棋大
会に出場して対局しています。年々力はついてきて、昨年も
一昨年も決勝トーナメントに進出することができました。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。
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（吉島中学校出身） （●●中学校出身） （●●中学校出身）

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

H30 第54回全国高等学校将棋選手権　広島県大会出場
 女子部員1名が優勝、全国大会出場。男子1名がＢ級トーナメント優勝
H29 第30回全国高校将棋竜王戦広島県予選大会出場　部員１名が決勝トーナメント進出
H29 第53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
H29 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

美術部 囲碁将棋部 放送部

Voice Voice Voice Voice Voice Voice

プラネタリウム鑑賞から凝固点降下を利用し
たアイス作りまで、毎週部員みんなで「科学
を楽しむ」活動を行っています。昨年の文化
祭では、つかめる水の実験を行いました。科
学が好きな生徒はもちろん、少しでも興味の
ある生徒はぜひ理科室に来てみてください。

私たちは毎週水曜日と授業のある土曜日の
放課後に活動しています。やってみたい実験
や行ってみたい場所を部員全員で出し合
い、活動内容を決めています。理科が得意で
なくても楽しめる部活です。気になった方は
ぜひ気軽に理科室を覗いてみてください。

顧問
櫨木 　崇

部長
湯川 真鈴

その一瞬の時を写すのは簡単なようで実はとても難
しいことですが、そのような専門的なスキルは必要
ありません。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、
ファインダー越しの一瞬を共有してみませんか。

写真部では、毎週火・木で写真を撮ったり楽しく活動
しています。その中でも学校行事である文化祭、体育
祭では皆の笑顔を撮れる楽しい活動です。体育祭な
どで写真部を見かけたら気軽に写真を頼んで下さ
い。写真を撮るのが好きな方、人を感動させたり喜ば
せるのが好きな方は是非、写真部に来てみて下さい。

顧問 小林 弘幸 部員数 17人（男５人・女12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
大松 万友

顧問　井上 美和・米今 陽子 部員数 23人（男2人・女21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　校内七夕茶会、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（縮景園）」
12月　校内クリスマス茶会、お菓子作り
１月　初釜 
２月　校内節分茶会 
３月　校内雛祭り茶会、卒業茶会

過去の実績

顧問
濱田 芙美

部長
横山 　茜

顧問　濱田 芙美・久保 武史 部員数 8人（女8人）

活動スケジュール
４月　新入生クラブ紹介
６月　プラネタリウム鑑賞会
11月　学園祭

過去の実績

お稽古の成果を行事や研修で発表することで自身を
つけ、学んだ所作を日頃の生活にも生かしていけるよ
う取り組んでいます。また、今年度より和小物の作成も
始めました。これまで行ってきた浴衣の着付けや和菓
子作り、お琴の練習も含め、さまざまな「和」にふれ、「和」
の文化を知ることで、もてなしの心を育んでいきます。

私たちは活動を通してさまざまな「和」にふれています。
茶道をはじめ、浴衣の着付けや和菓子作り、今年度は和
小物の作成にも挑戦しています。覚えることもたくさんあ
り、イベントでの発表では緊張もしますが、お客様に喜ん
でいただけるとやりがいを感じます。いつも和やかな雰
囲気で活動しています。是非、お茶室にお越しください。
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（●●中学校出身） （●●中学校出身） （安佐南中学校出身）

H29　「たけまつり茶会」参加（竹原市）
H29　「茶道裏千家研修会、交流茶会」参加（竹原市）
H29　「茶道裏千家 サマースクール」参加（京都）
H29　「私学フェスタ お茶席」参加
H29　「縮景園 高校生ふれあい茶会」参加

H27　紙飛行機全国大会出場権獲得

Voice Voice Voice Voice Voice Voice

写真部 和文化部 化学研究部



2019　CLUB INFORMATION

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 2階建体育館

人工芝グランド

音楽室


