部活動
野球部

陸上競技部

私たちは、甲子園出場という 目標

目標： インターハイ・ 中国大会出場

を叶えるため、日々練習に取り 組ん

本番で自分の持てる力を発揮できる選

でいます。球場での練習はもちろん、

手を目指して日々練習に取り組んでい

学校生活にも力を入れています。野

ます。

球部が先頭に立ち、学校を盛り上げ

「 走」「 跳」「 投」「 リレー」 一人

ていけるように頑張っています。

ひとり輝ける種目で頑張りましょう。

ぜひ、僕たちと甲子園を目指して
野球をしましょう。

サッカー部

柔道部
私たち柔道部は「 応援されるチー

私たちサッカー部は県総体や、3年
生最後の大会になるサッカー選手権
大会などの大会や毎年約十数試合行
われるリーグ戦を目標に日々練習して
います。試合でも練習でも常に声を出
し 、コミュニケーショ ンをとることを大
切にしています。個人の技術とチーム
力を向上するため練習メニューを工夫
し 、互いに切磋琢磨しています。僕た
ちと一緒にサッカーをしましょう。

ム、応援される選手」 になることを目指
し 、日々活動しています。団体戦では
上位大会出場を目標に、個人では優勝
や初段取得、１ 勝など選手それぞれの
目標に向かって、頑張っています。
柔道部に入り、一緒に伝統を作って
いきましょう！

バレー部

弓道部

バレーボール部は、「 見ている人に

弓道部は、県大会でベスト ８を目標
に、一射、一射を大切にすることを心
掛けて日々練習に励んでいます。他校
との練習試合や大会、日々の練習で、
「 礼に始まり 、礼に終わる」 を大切に
しています。顧問の先生方やコーチの
指導の下、自分たちで練習を考え、改
善改良しながら部員全員で協力して
頑張っています。

感動を与える浜商バレーをすること」
を合言葉に日々練習しています。自分
たちのやり たいバレーを実現するた
め、部員と 顧問の先生で一緒に考え、
練習試合などで実践しています。部員
全員で声を出し 、チーム一丸となって
勝利を目指して頑張っています。

バスケット ボール部

ソフト テニス部

バスケット ボール部は、県総体ベス
ト ４を目標に、基礎基本の定着を図り
ながらチーム全体で戦えるように「 考
えるバスケット 」 を目指して、日々練習
に励んでいます。
私たちは、大会で目標を達成する
ため、普段の練習から部員みんなで声
を掛け合いながら 練習の質を上げて
います。

ソフト テニス部は、大会で個人団体
ともに初戦突破を目標に毎日練習して
います。
部員の半数以上が高校からソフト
テニスをはじ めています。０ からのス
タート だからこそ、「 できる」 が実感で
き、「 達成感」 が共有できる部活動で
す。まだまだ技術面や精神面で努力が
必要ですが、部員同士で指摘し合い
ながら頑張っています。

入賞履歴

バスケット ボール部

野球部
島根県高校春季野球大会県大会

ベスト ８

ベスト１６

柔道部
中国高等学校柔道新人大会 男子団体・ 女子団体 出場
中国高等学校柔道大会 島根県予選 男子団体２ 部優勝
男子個人３ 位、女子個人４ 位
全国高等学校柔道選手権大会 島根県予選 男子個人３ 位、女子個人３ 位
高校総体島根県予選 女子個人3位
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ベスト８

弓道部

バレー部
県新人大会

島根県高等学校バスケット ボール選手権大会

中国高校選手権大会島根県予選 男子個人入賞
中国高校選手権大会 男子個人出場

ソフト ボール部
中国高等学校女子ソフト ボール選手権大会島根県予選大会
中国高等学校女子ソフト ボール選手権大会出場

準優勝

ソフト ボール部

吹奏楽部

ソフト ボール部は、「 私はできる」
を 合言葉に日々活動しています。
現在の部員は全員が高校に入学後
ソフト ボールを始めまし た。ボールを
投げたり 打ったりと 難しく 思う かもし
れませんが、高校から 始めても 試合
で活躍することができる競技です。
私たちと一緒に楽しく ソフト ボール
をしませんか？

吹奏楽部は、夏の大会での金賞を
目標に毎日の練習に取り 組んでいま
す。活動のモット ーは「 さわやか浜商
サウンド 」 です。少人数の活動は大変
なこともありますが、一人ひとり が意
識を高く 持ち日々を 積み重ねていま
す。また、地域の行事などでは、沢山
の方々を 笑顔にできるよう な演奏を
心がけています。初心者大歓迎で
す！一緒に奏でませんか？

茶道部

IT商業研究部
IT商業研究部は、全国大会入賞を

茶道部は、毎週水曜日に活動をし
ています。３ 人の先生方に講師として
来ていただき、抹茶を点てる練習以
外に、礼儀作法などもご指導いただ
いています。文化祭や地域の行事に
参加し たり 、研修会に出席し 、勉強
することもあります。部員同士、と て
も仲の良い部活動で、お菓子を 食べ
ながらいろいろな話をするのも 楽し
みの一つです。

目標に、日々活動をしています。運動
部のように目立ちませんが、部員一人
ひとりがしっかりした目標を決め、活
動に取り 組んでいます。こ れから の
社会にパソコ ンは必要不可欠であ
り 、と ても 役に立ちます。将来やって
いてよかったと 思える部活動です。

生活科学部

郷土芸能部

生活科学部は、いつも仲良く 楽しく
料理や手芸などを行っています。料理
では自分たちで作ってみたい物や、食
べてみたい物などを考え、おいしく で
きるように工夫しながら作っています。
手芸では可愛く アレンジした自分だけ
の作品をつく ること ができます。生活
科学はできることが増え、自分磨きが
できる最高の部活動です。

郷土芸能部は平成１７ 年度に創部
された県内でも数少ない特色ある部
活動です。島根県教育委員会から県
内の文化活動の活性化と 振興を図る
という 趣旨のもと 、本校が文化推進校
として指定された事に合わせての創部
です。部活動を通して礼節と 協調精
神の醸成をはかりながら、日頃の練習

文芸部

に取り 組んでいます。地域に伝承され

文芸部は、部員それぞれの個性を
活かして創作活動に取り 組んでいま
す。短歌・ 俳句・ 小説・ 詩などの作品
を各種コンクールに向けて創作し 、文
化祭ではイラスト の展示を行っていま
す。また、毎年２ 回、文芸作品やイラス
ト を掲載した部誌を発行しています。
部員同士で好きなものについて語り合
いながら、表現技術を切磋琢磨してい
ます。自分の世界を大切にできる部活
動です。

演を中心に活動をし 、全国高等学校

ている石見神楽の習得や、校外での公

陸上競技部

総合文化祭出場は１3回を数えます。
沢山の依頼を受けて練習の成果を
発表し 、感謝の言葉や拍手、声援をい
ただいています。それを練習での励み
や活力の源にするという 、とても良い
循環の中で活動をしています。

IT商業研究部

高校総体島根県予選 男子400m 優勝
中国高校選手権大会出場
島根県新人大会 男子１００ ｍ 第６ 位

文芸部

全国高等学校ワープロ競技大会 全国・ 中国大会出場
全国高等学校珠算電卓競技大会 全国大会出場
全国高等学校情報処理競技大会 個人全国大会出場
中国五県高等学校生徒商業研究発表大会 優良賞

吹奏楽部
全日本吹奏楽コンクール島根県大会 高等学校小編成の部 銀賞
全日本アンサンブルコンテスト 島根県大会 管打六重奏
銀賞

島根県高文連文芸コンクール 優秀作
全国高等学校総合文化祭出場

郷土芸能部
郷土芸能の集い 最優秀賞
高校生の神楽甲子園出場
令和３ 年度

全国高等学校総合文化祭出場（ ８ 月）
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