
 

 

 

 

 

 

 

勝高Ｖｏｉｃｅ第３号は各部活動のキャプテン・部長からのメッセージです。 

勝高には計１８の部活動があり、活発な活動を行っています。これには２つの理由があります！ 

その１☆高い入部率☆ 

勝高生の約９０％が部活動に所属し、勉強と両立を目指し 

て頑張っています。同じ志を持つ仲間と切磋琢磨し充実した 

高校生活を送っています。 

その２☆恵まれた環境☆ 

運動部の活動は体育館や武道場、グラウンドやテニスコート 

だけでなく、徒歩３分の近さにある“勝山スポーツセンター”や徒歩１０分のところにある“城山グラウンド” 

でも行われています。練習場所が豊富にあるため、多くの部が十分活動できるのです！ 

文化部はコンクールなど校外や地域での発表機会があります。校内では鼓山祭文化の部での発表はもちろん、勝高

ギャラリーでは１年を通して作品を展示しています。活動の成果を発表する場がたくさん設けられているため、常に新し 

い目標に向かって取り組むことができます！ 

 

   

 

  

勝山高校生の声(Voice)をお届け！！ 

 勝高 Voice 

平成 ２７ 年８月 ２１日発行 

岡山県立勝山高等学校 

TEL (０８６７) ４４－２６２８ 

http://www.katuyama.okayama-c.ed.jp/ 

第 ３ 号 

文化部

硬式野球 バドミントン 吹奏楽
軟式野球 バスケットボール 文芸
サッカー バレーボール 書道
陸上競技 卓球 華道
ソフトテニス 剣道 美術

コンピュータ

英会話同好会

ワンダーフォーゲル

運動部

硬式野球 

 硬式野球部は甲子園を目指し、小さ

なことからコツコツと練習を重ね、技

術を高めています。高校球児にとって

甲子園は憧れの場所です。高い壁があ

りますが、乗り越えてみなさんを甲子

園へ連れて行きます。一緒に頑張りま

しょう。 

廣重翔太 大佐中出身 吹奏楽 手島つくし 勝山中出身 

 こんにちは！吹奏楽部です。私たち

は現在、１年生１６人、２年生２２人

の計３８人で“笑顔を届ける演奏を”

をモットーに活動しています♪楽譜を

読めなくても！楽器を吹いたことなく

ても！初心者でも大歓迎です☺ぜひ音

楽にあふれた青春を一緒に送りましょ

う!! 

剣道 

 剣道部は男子３人、女子４人の計７

人で、短期集中をモットーに日々頑張

っています。私たちと一緒に武道をし

てみませんか？初心者から始めたい人

も経験者の人も、興味がある人は一度

体育館隣の武道場へ見学に来てみてく

ださい。 

小山稚葉 新庄中出身 軟式野球 

 軟式野球部は、部員９名、マネージ

ャー２名の計１１人で活動していま

す。人数が少なく、練習時間も短いで

すが、日々頑張っています。軟式野球

部専用グラウンドもあります。初心者

でも経験者でも大歓迎です。一緒に楽

しい野球をしましょう。 

吉見飛輝 久世中出身 



 

  

 

 サッカー部は１年生１１人、２年生

１３人の計２４人の部員がいます。

日々の練習の一つ一つを大切にし、毎

日部活をしています。また、部員同士

がとても仲が良く、優しい先輩もたく

さんいます。興味のある方は、ぜひ入

部してください。 

 

バドミントン 

 バドミントン部は男女ともに大勢で

日々楽しく活動しています。経験者は

もちろん、高校から始めたい人も大歓

迎です。部員全員が試合で一つでも多

く勝てるようにがんばっているので、

やる気があって真剣に部活をしたい方

ぜひバドミントン部にどうぞ。 

湯川達哉 久世中出身 

 バドミントン部女子は 19 人で活動

しています。美作大会優勝はもちろん

県大会ベスト 8に向けて互いに切磋琢

磨し合いながら、日々の練習に取り組

んでいます。経験者はもちろん、初心

者も大歓迎です！勝高に入ってぜひ一

緒にバドミントンをしましょう！ 

稲田亜莉紗 新庄中出身 

サッカー 
實原大 蒜山中出身 

 ２年生が６人、１年生が２人、顧問

の先生が２人、外部の先生が１人の計

１１人で活動しています。みんなが仲

良く、アットホームな華道部に入って、

私たちと一緒にお花系女子を目指しま

せんか？ 

華道 池田舞有 蒜山中出身 

 現在３年生５人、１年生３人の計８

人で活動しています。活動内容として

は年に２回「澪標」という部誌を発行

しています。一昨年と昨年は中国大会

に出場することもできました。詩や小

説を書くことが好きな人は是非入っ

て下さい！男子部員もいます！！ 

文芸 髙山詩織 勝山中出身 

バスケットボール 

 男子バスケットボール部は、プレイ

ヤー１１人とマネージャー１人の計１

２人で県大会ベスト８を目指して日々

練習をしています。経験者はもちろん、

初心者でも大歓迎です。僕たちと一緒

に同じ目標に向かってバスケをしてみ

ませんか。 

鳥山瑛慈 久世中出身 

 私たち女子バスケ部は現在、プレイ

ヤー５人、マネージャー１人の計６人

で活動しています。プレイヤーが５人

という少ない人数ですが、一生懸命頑

張っています！初心者、経験者、問わ

ず大歓迎なので、勝高に進学した際は

是非一度来てみてください！ 

芦田佳奈 落合中出身 

バドミントン 

バスケットボール 

美作総体 1 年間の集大成！ 

毎年５月に行われます。この大会で引退という

部活もあり、熱い戦いが繰り広げられます。 



 

  

 

  

  

 我々は、プレイヤー８人マネージャ

ー３人で活動しています。毎日、県大

会ベスト８を目指して切磋琢磨してい

ます。顧問の先生は、おもしろく、い

い先生です。素人も大歓迎ですのでぜ

ひバレー部へ来てください。 

バレーボール 安藤駆 落合中出身 

 女子バレーボール部は、人数は少な

いですが、とても楽しく元気に活動し

ています。目標は県大会ベスト８で

す！みなさんも一度バレーボールをし

てみませんか？初心者のかたでも大歓

迎です！ぜひ、私たちと一緒に高校生

活を enjoy しましょう！ 

原田つぐみ 落合中出身 

 英会話同好会は、現在１年生５人、

２年生１人の計６人で活動していま

す。主な活動としては、ALT との会話

レッスンや洋画鑑賞などです。英語が

苦手でも楽しめるので、少しでも興味

がある方はぜひ一緒に活動しましょ

う！ 

英会話同好会 
森つかさ 湯原中出身 

コンピュータ 

 地域の行事にしおりなどを作って配布し、勝山

おひな祭りの紹介サイトの模様替えもやっていま

す。また、ワープロの大会などにも出ています。 

将来に役立つメリットの多い 

部活だと思うので、ぜひ見に 

来てください。 

菱野拓海 落合中出身 
ワンダーフォーゲル 

 僕たちワンダーフォーゲル部は、二

年生１人、一年生１人で活動していま

す。主に登山を中心に活動し、美作総

体では団体二位になりました。夏には

クライミングもやっています。中学生

のみなさん、登山はやりがいがあり、

楽しいのでぜひ入部して下さい。 

田村瞭汰 久米中出身 

陸上競技 

 陸上部は、部員４人、マネージャー

１人で活動しています。人数は少ない

ですが、毎日元気に取り組んでいます。

自分自身で目標を決め、それに届くよ

うに日々の練習をがんばっています。

初心者でも大歓迎！興味がある人は、

ぜひ見学に来てください。 

松本有加 美甘中出身 

恵まれた練習環境 
 練習場所はグラウンド・体

育館・教室だけじゃない！豊

富な練習場所で思いっきり活

動しよう！ 

バレーボール 

全国大会出場！ 

水泳競技 

平成 27年度全国高等学校総合体育大会 

1500ｍ自由形 神谷佑（久世中出身） 

200ｍ背泳ぎ 廣晴華（久世中出身） 

200ｍ個人メドレー 菱川栞里（落合中出身） 



 

 

 

ソフトテニス 

 ソフトテニス部は、男女一緒に仲良

く練習しています。お互いに高め合う

ことができ、目標を達成できるように

一生懸命頑張っています。モットーは

「楽しい」と「真剣に」の両立！！元

気いっぱいで笑顔はじけるソフトテニ

ス部にぜひ入部してください。待って

います♡ 

馬場智也 落合中出身 

 ソフトテニス部は、一人一人の個性

が輝いて、とても楽しい部です！普段

はにぎやかですが、練習は真剣に取り

組み、メリハリをつけて活動していま

す。初心者の方も大歓迎なので私たち

と一緒に笑顔あふれる部活にしません

か？ぜひ入部していください！ 

横山由莉 勝山中出身 

美術 

 勝高美術部は、美々っと！展（美術

部主催の個展）や鼓山祭での作品展示

やパフォーマンス、公募展に向けて普

段から明るく楽しく、活動していま

す。部活での制作時間は、私の学校生

活での一番の楽しみです。 

三木早百合 勝山中出身 

卓球 

 勝山高校卓球部男子は８人で活動し

ています。少人数ではありますが、一

つでも多く試合に勝てるよう日々努力

しています。個性あふれるメンバーと

ともに明るく・楽しく・美しく、卓球

をしてみましょう。 

大野真生 新庄中出身 

 ２年生４人、１年生２人と少ない人数

ですがいつも楽しく活動しています。ま

た、男子と合同で練習しているので色々

な練習ができます。目標は美作大会優勝

です！初心者でも経験者でも大歓迎な

ので、興味のある方はぜひ来てみてくだ

さい。お待ちしています！ 

中村帆乃夏 蒜山中出身 

 

 書道部は、１年生３人、２年生６人、

３年生４人の計１３人で活動してい

ます。和気あいあいをモットーに、鼓

山祭などで書道パフォーマンスやコ

ンクールへの出品を主にしています。

書道は難しいイメージがありますが、

やりがいがあるのでぜひ書道部へ！ 

書道 
岡本悠里 久世中出身 

勝高ギャラリー 

パフォーマンス・演奏会 

鼓山祭での展示だけで 

なく、校舎内での展示も 

行われています。 

書道パフォーマンス 

in 勝フェス 

吹奏楽部 

定期演奏会 

卓球 

ソフトテニス 


