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浜商デパート２０２２を１１月６日（日）に本校体育館において３年ぶりに地域のみなさまや保護者の方をお招きし開
催することができました。１０時の開店と同時に多くのお客様が来場され、賑わいのあるデパートとなりました。

令和４年度 ３年生進路状況 中間報告

公務員試験では浜田市職員１名 浜田市消防１名
自衛官候補生３名 一般曹候補生２名 合格しました。

浜田郵便局 岡本 源さん(3)金城中出身
育った地域に貢献したくて就職を決めました。

高校に入学した頃から就職と決めていま
した。この浜田市が大好きで生まれ育っ
た地元で何かできることはないかと就職
先を考えていました。学校に届いた求人
票を見て悩んでいたら担任の先生や部活
動の顧問の先生が郵便局を勧めてくれま
した。陸上部に所属し屋外での活動に自
信がありましたので自分にぴったり合っ
ている職業だと思い就職先を決めました。

中学生のときに市役所が企画した旅行
に参加したことがきっかけで、高校２
年生になり本気で市の職員になろうと
考えました。それから公務員模試を受
けては進路指導の先生や担任の先生に
丁寧な指導をしていただきました。働
き始めてからは、地域の方々に寄り添
いながら、浜田市は素敵な町だと思っ
てくれる人を増やし、より活気溢れる
町にしたいと思っています。

浜田市職員 下谷 花代さん(3)浜田二中出身
地域の方に寄り添い、素敵な町、活気溢れる町に。

進路希望状況
就職 公務員 進学

総計
商業 情報処理 商業 情報処理 商業 情報処理

男 9 9 1 4 4 13 40
女 5 6 0 1 8 6 26
総計 14 15 1 5 12 19 66

【就職】県内
ＡＬＳＯＫあさひ播磨 株式会社 ２名
医療法人 斎藤医院
イワタニ島根 株式会社
カツデンアーキテック株式会社

島根益田工場 ２名
株式会社 イズミ
株式会社 グランド調査開発
株式会社 島根銀行
株式会社 ハニーズ
株式会社 シティプラスチック
株式会社 ミック
社会福祉法人 愛心会
祥洋建設 株式会社
ドクターリセラ株式会社

江津カスタマーセンター
日本郵便株式会社 中国支社 ３名
有限会社 エンドウ

【進学】
ＹＩＣ京都ペット総合専門学校
トリニティカレッジ出雲医療福祉専門学校 ２名
広島情報ＩＴ情報クリエイター専門学校
リハビリテーションカレッジ島根 ３名
穴吹デザイン専門学校 ２名
広島ビューティ＆ブライダル専門学校
広島リゾート＆スポーツ専門学校
広島情報専門学校
広島美容専門学校
広島文教大学
山口芸術短期大学
出雲医療専門学校
小出手ファッションビジネス専門学校 ２名
神戸ブレーメン動物専門学校
大阪バイオメディカル専門学校
大阪国際福祉専門学校
姫路独協大学
浜田医療センター付属看護学校

【就職】県外
医療法人 こだま歯科医院
株式会社 サカイ引越センター 広島北支社
株式会社 サンデリカ 広島事業所
トッパン・フォームズ・オペレーション 株式会社
双葉工業 株式会社
マツダ 株式会社

【公務員】
浜田市消防
浜田市役所 一般事務職
自衛官候補生 ３名
一般曹候補生 ２名

内定・合格状況(11月22日現在）
就職 公務員 進学

総計
商業 情報処理 商業 情報処理 商業 情報処理

男 7 8 1 3 4 9 32
女 5 6 0 1 4 6 22
総計 12 14 1 4 8 15 54



～今後の主な予定～

12月23日 ２学期終業式 1月10日 ３学期始業式
1月23日 全商簿記検定 1月30日 全商情報処理検定

発行元：島根県立浜田商業高等学校

バスケットボール部
県総体に続き選手権でもベスト４

IT商業研究部 中国五県大会
11月19日・20日に山口県で中国五県高等学校商業教育
実技競技大会が開催されました。

ワープロ競技では団体が7位でした。個人で柳美圭さ
ん（浜田三中出身）が4位3等と大健闘でした。
珠算電卓競技も団体7位でした。

上田 遥妃(2)弥 栄

高羽 ゆら(2)浜田二

大屋 琉音(1)浜田三
森田 美結(1)浜田三

選手一人一人を理解し、それぞれの良さを発揮できる
ようにサポートしています。また、精神的に悩んでい
る選手の話し相手になったりしています。
みんなが笑っている姿を見たときやりがいを感じます。

スムーズに練習が行えるように、準備や片付けなど
手際よく行うように心がけています。練習時間を確
保することが大切な仕事だと思っています。また選
手が怪我をしないための環境を整えるようグランド
の整備などを頑張っています。苦しい練習に耐えて
頑張っている選手にいい結果が出たときにうれしく
感じます。

選手のみんなが部活をしやすい空間になれば良いと
思います。サッカーはスピードと正確さが必要なの
で、スピードの計測を行っています。また、効率の
良い練習ができるよう広いグランドを選手とともに
走り回っています。

【バレーボール部】石見地区大会
グループ戦 １位通過
大田、矢上 2勝0敗（グループ1位通過）
津和野、明誠、0勝2敗 結果 7位

県選手権大会
吉 賀 2-0（25-14，25-14） 勝利
津和野 0-2（24-26，18-25） 惜敗

【ソフトテニス部】県高校ソフトテニス新人大会
＜個人戦＞
１回戦
大川・山本（浜田商業） ４ ― ３ 隠岐高校
石倉・大屋（浜田商業） ４ ― ３ 松江農林
前田・岡本（浜田商業） ０ ― ４ 大田高校

２回戦
大川・山本（浜田商業） ０ ― ４ 出雲商業
石倉・大屋（浜田商業） ０ ― ４ 大社高校

＜団体戦＞
１回戦
浜田商業 １ ― ２ 情報科学

【サッカー部】
全国高校サッカー選手権大会 島根県予選
浜田商業 ２－１１ 松江商業 1回戦敗退

【ソフトボール部】県新人ソフトボール大会
出雲・出商・浜商合同 １９－８ 三刀屋 勝利

【柔道部】県高校新人柔道大会
幸田 優聖 １回戦 松江南 勝利

２回戦 平田 敗退
下岡 聖和 １回戦 出雲工 敗退
竹野内愛美 １回戦 出雲西 延長判定負け

【弓道部】県高校弓道選手権大会
（団体）男子 ２４射４中

女子Ａ３６射８中
女子Ｂ３６射６中

県高校バスケットボール選手権大会
１回戦 浜田商業 ８４ー４６ 出雲商業
２回戦 ８９－６６ 隠岐
３回戦 ８０－４３ 松江北
準決勝 ７１－９９ 松江西

バスケットボール部

選手の体調管理が一番大切な仕事です。怪我をした選手をいち早く見つけ、
手当てをしたり、熱中症予防のため水分補給の指示をしたりしています。選
手のみんなに感謝されたときやりがいを感じます。

スコアブックからデータを
集計し分析をして選手に情
報を提供しています。他に
球場の草抜きや、ノックの
お手伝いをしています。

データ分析する野球部マネージャー

野球部
大西 ゆらり(1)浜田三
大山 千穂(2)浜田三
千代 湖胡菜(2)浜田三

野球部

坂井 虹乃(1)浜田二
吉賀 萌々香(1)浜田三
松岡 琴子(2)浜田二

陸上競技部 バレー部 サッカー部

部活動を支える 新人マネージャー


