
 

 

 

 

 

 

 

勝高Ｖｏｉｃｅ第２号は各部活動の紹介です。勝高には運動部・文化部合わせて１８の部があり、

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％が部に所属し、勉強との両立を目指して 

頑張っています。同じ志を持つ仲間と切磋琢磨しながら充実 

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、多くの部が十分に活動できるのです！ 

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

高ギャラリーでも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 ２８ 年 ８月 ２０日発行 
岡山県立勝山高等学校 
TEL (０８６７) ４４－２６２８ 
URL http://www.katuyama.okayama-c.ed.jp/ 

第 ２ 号 

現在部員２０名、マネージャー４名で「甲子 

園出場」を目標に日々練習を重ねています。 

みなさんは県南のチームでないと甲子園 

にいけないと思っていませんか？県北 

だからといって甲子園にいけないこ 

とはありません。実際に勝高が 

ベスト 4に入った時代もある 

のです。 

「強い勝高」の復活を目 

指して野球も勉強も頑 

張ってみませんか？ 

赤岩 良紀 

(勝山中学校出身) 

僕たちは、“地域に愛されるサッカー部”を 

モットーに日々活動しています。他学年同 

士の仲も良く、みんな一所懸命部活をし 

ているので、とても雰囲気のいい部活 

です。目標は県大会へ出場し一勝を 

あげることです。サッカーをして 

いる人、また少しでも興味があ 

る人、ぜひ一緒にサッカー 

をやりましょう！ 

筧 陽行 

(落合中学校出身) 

松本 有加 (美甘中学校出身) 

 

２年生５人、１年生９人、マネージャー２人 

で活動しています。いつもにぎやかで先輩と後輩の 

仲が良く、笑顔が絶えません。しかし、やるときはやる 

とメリハリをつけて練習に取り組んでいます。ぜひ、陸上部で 

「青春」してみませんか。 

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 

陸 上 競 技 

サ ッ カ ー 

グ ラ ウ ン ド に て活動中！ 



  

バスケットボール 卓    球 

 

 

バ ド ミ ン ト ン 

木原 果南 

(湯原中学校出身) 

武村 知樹 

 (落合中学校出身) 
バレーボール 

みなさんこんにちは！僕たちはみんな

で楽しく活動を行っています。経験者はも 

ちろん、初心者も大歓迎です！それは、 

バドミントンというスポーツは初心 

者でもすぐに上手になることが可 

能だからです！高校に入って部 

活を変えたい、部活を始めた 

い、そんな人に特におすす 

めです。ともにバドミン 

トン部で汗を流そう！ 

男子１２ 

人・女子１４ 

人の計２６人で 

活動しています。 

普段の練習では基礎打 

ちやフットワークはもち 

ろん、ノックなどで技術面 

の強化にも一生懸命取り組ん 

でいます。人数は少ないですが、 

一人一人が声を出し部全体の雰囲 

気を盛り上げて 

楽しく活動してい 

ます!!私たちと一 

緒に「バドミントン部」 

で活動してみませんか？ 

福島 暉 

 (落合中学校出身) 

岡 咲里奈 

(勝山中学校出身) 

後藤 梨須武 

 (蒜山中学校出身) 

近藤 若奈 

(勝山中学校出身) 

道念 栞 

(久世中学校出身) 

 僕たちはプレイヤー１０人、マネージ

ャー４人の計１４人で日々活動をしてい 

ます。プレイヤーのうち６人が初心者 

なので色んな意味で若いチームでは 

ありますが『県大会ベスト８進出』 

を目標に日々取り組んでいま 

す。バレーボールに興味があ 

る方は経験の有無関係な 

しで、是非バレーボール 

部に入部して 

ください。 

私達は２年 

生６人１年生９ 

人計１５人で活動 

しています。「明るく、 

楽しく、そして厳しく」 

をモットーに日々練習して 

います。部員数は多いとはい 

えませんが、全員同じ目標に向 

かって頑張っています。技術の向 

上はもちろん、それ以上に集団生活 

の中で自分の役割や立場を理解 

して行動がとれる選手を目指し 

て活動をしています。 

 プレイヤー１７人、マネージャー２人

で県大会ベスト８を目指して活動してい 

ます。先輩後輩の壁がなく、お互いが 

しっかり自分の意見を言い合いなが 

ら、日々切磋琢磨しています。元 

気な先輩とかわいいマネージャ 

ーのいるこの部に入ってみま 

せんか？ 

君たちの挑戦を待っ 

ている！ 

 私たちは、 

２年生４人・１年 

生５人の計９人で活 

動しています。少ない 

人数ですが、毎日ワイワ 

イと楽しく、個々の目標に 

向けて練習に励んでいます。 

現在、マネージャーがいない 

ので大募集しています。ぜひ勝高 

女子バスケットボール部へ！ 

 私達は部員１２人で男女一緒に毎日練習に励んで

います！男女一緒に明るくたまに誰かが叫んだりし

ながら、楽しみながらかつ強くなれる練習をしてい

ます。目標は美作地区上位はもちろん、 

出ることが可能な試合にはすべてエ 

ントリーして経験を重ね、試合で 

１つでも多く勝つことです。 

一緒に楽しく明るく卓球をし 

ましょう。 

体育館 

勝山スポーツセンター 

にて活動中！ 



  

ソフトテニス 

 女子３人、男子３人で活動しています。毎日楽しくに

ぎやかに頑張っています。学年関係なく、全員が仲良く、

笑顔が絶えない部活です。練習内容も基本 

的なことから応用的なことまで幅広く、 

誰でも取り組みやすいので、初心者も 

経験者も自分にあったメニューで 

頑張れます。ぜひ勝高で一緒に 

剣道をしましょう。 

剣 道 鈴木 あいり 

(北房中学出身) 

ワ ン ダ ー フ ォ ー ゲ ル 
池田 成那 (大佐中学校出身) 

 総勢９名の１年生主体の部です。登山のス

キルに磨きをかけるべく日々のトレーニ 

ングを続けています。最近では標高 

1,255m の那岐山に登り、登山訓練 

を実施しました。仲間と励ましな 

がら全員登頂を果たした時の達 

成感はとても素晴らしかった 

です。大会で良い結果が残 

せるよう今後も登山スキ 

ルを上げていきたい 

です。 

青木 知哉 

(勝山中学校出身) 

木浦 伊代里 

(久世中学校出身) 

女子５人、男子 

１５人の計２０人で活 

動しています。男女一緒 

に練習しているので、男女 

関係なく仲良しです。練習で 

はみんなまじめにかつ楽しんで 

取り組んでいます。ONと OFFの切 

り換えを徹底し、試合で勝つための 

練習をやっています。男女関係な 

くみんなで協力していける部活 

にしたいです。 

男子１５人、女子５人で仲良く楽しく活動 

しています。女子の人数が少ないというこ 

ともあって一緒に練習を行っています。 

「ONと OFFの切り換え」を目標にして、 

練習メニューは自分に足りないも 

のや、持っている技術の向上が 

できるような練習をしていま 

す。 

軟 式 野 球 
前田 和範 

(久世中学校出身) 

  現在２年生６人マネ 

さん３人、１年生４人マネ 

さん２人の１５人です。軟式 

野球部はなんと！なんと！軟 

式専用練習グラウンドがありま 

す！軟式は先輩後輩仲が良く、楽し 

く野球をすることをモットーとしてい 

ます。初心者でも野球経験のある人でも 

大歓迎です。みんなで楽しく野球をやりま 

しょう！ 

剣  道：武道場 

軟式野球：城山グラウンド 

ワンダーフォーゲル：学 校 近 辺 

ソフトテニス：テニスコート 

にて活動中！ 

水泳競技 

平成 28 年度全国高等学校総合体育大会 

 男子４×２００ｍフリーリレー 

美 術 

第 40 回全国高等学校総合文化祭 

美術・工芸部門 

三木 早百合 (勝山中学校出身) 

福島 健太 (落合中学校出身) 

大塚 瑛平 (落合中学校出身) 

山本  隼  (久世中学校出身) 

西 祐太朗 (北房中学校出身) 

菱川 悠希 (落合中学校出身) 

全 国 大 会 出 場 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現在、部員３５名で「笑顔を届ける演奏を」 

をモットーに日々練習に励んでいます。吹 

奏楽は楽器吹いているだけ、と思ってい 

るそこのあなた！音を奏でるのはもち 

ろん、劇やダンスも取り入れていま 

す！音楽に興味がある人もない人 

も！是非一度、演奏を聴きにき 

てください！ 

吹奏楽 山本 瑠夏 (勝山中学校出身) 文  芸 
 主な活動として、小説や詩などの文章を書

いて、「澪標（みおつくし）」という一冊の 

部誌にまとめています。文章を書くこと 

が好きな人や読書が好きな人には向い 

ている部活だと思うので、是非、一 

度見学に来てみてください。もち 

ろん文章を書くことが苦手でも 

新しいことにチャレンジし 

たい人は、兼部でもかま 

わないので来てくださ 

いね！ 

柴田 康平 (久世中学校出身) 

英会話同好会 
山口 香穂里 (蒜山中学校出身) 

 英会話同好会は現在、 

１年生１人、２年生５人 

で活動しています。人数は 

少ないですが、楽しく活動し 

ています。主な活動内容は、洋 

画鑑賞や簡単な英会話練習です。 

英語が苦手な人でも楽しく活動できる 

ので、どんな人でも大歓迎です。兼部も 

可能なので、ぜひ私たちと一緒に英語を 

楽しく学びましょう！ 

書  道 岡 倫世 (勝山中学校出身) 

美  術 木代 有香 (新庄中学校出身) 

２年生４人、１年生 

３人の計７人で活動して 

います。学校からの依頼 

(鼓山祭ポスター作成など)や、 

コンクールへの出品、個人の自 

由製作など、７人全員がそれぞれ 

活動しています。部長の私も高校か 

らはじめました。「絵は下手だから」は 

関係ないです！笑いの絶えない部活なの 

で、気軽に入部してください。 

華  道 

現在３年生が引退し、１年生７人で活動し 

ています。ほとんどの人が初心者ですが、 

週 1回専門の先生がお稽古に来て丁寧 

に指導してくださるので、すぐ生けられ 

るようになります。花を生けると心が 

落ち着き、豊かな気持ちになりま 

す。身につけておくと生涯活か 

していけるのも魅力の一つで 

す。みなさんも私たちと一 

緒に日本の伝統文化に 

触れてみませんか。 

石井 玲奈 (蒜山中学校出身) 

コンピュータ 

「私たちのルーツと 

歴史を守りたい」と勝山 

の町と勝高生との相乗効果 

があるサイクルができる取り 

組みをしています。勝山郷土資 

料館のしおりを作成しました。勝 

山のおひな祭りのＰＲ動画を作成中 

です。勝山高校に入学して、私たちの町 

勝山のイメージアップを一緒にやってみ

ませんか。 

山田 直弥 (勝山中学校出身) 

吹奏楽：視聴覚教室など 

文 芸：図書室など 

書 道：書道教室 

美 術：美術教室 

英会話同好会：CC ルーム 

コンピュータ：情報処理教室 

華 道：被服室 

          先輩後輩関係なく、毎日 

楽しくワイワイと活動して 

います。コンクールに出す作品 

を書き込んだり、鼓山祭などのパ 

フォーマンスの練習もしたりして 

います。毎年初心者も多いので気軽に 

入部できます。興味のある人は兼部も 

OK なので来てみてください。 

 


