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勝山高校生の声 (Voice) をお届けします！ 平成２５年度 第 1号

部活動が活発な勝山高校

キャプテン　２年 矢谷 真梨（久世中学校出身）

1年生 2人、2年生 7人、マネージャー 2人の計
11 人で、楽しく元気に常に一生懸命をモットー
に毎日活動しています。今年の目標は県大会で
ベスト 16 に入ることです。目標を達成するため
に、みんなで一つになって頑張っているので、
やる気のある人はもちろん、バレーに興味のあ
る人は是非！

キャプテン　3年 中島 貴史（勝山中学校出身）

硬式野球部はあいさつや掃除など、自ら進んで
やること、野球を楽しむことをモットーに活動
しています。今年は美作総体で優勝し、勢いの
ある、楽しいチームなので、ぜひ一度勝山高校
硬式野球部を見学に来てください。

硬式野球部
軟式野球部は、チームワークを大切にして、中
国大会出場を目指して日々の練習に取り組んで
います。勝高から 10 分ほど歩いた場所にある城
山グラウンドで練習をしており、他の部活より
活動時間が限られているため、１つのプレーを
大切に、集中して練習しています。最近では、
美作大会優勝、県大会 3位と勢いがあります！

キャプテン　3年 小椋 一平（勝山中学校出身）

軟式野球部

キャプテン　3年 廣瀬 湧大（落合中学校出身）

「明るく、楽しく」がモットーの男子バレーボー
ル部です。今までの成績は県大会ベスト 16、美
作大会 3位などです。このような成績ですが、
メンバーは初心者ばかりです。数少ない経験者
や面白い先生とともに、磨き合い、バレーを楽
しむことができます。高校生活を充実させたい
のなら、バレーボール部へ、是非！！

バレーボール部

ヴォイス

　「勝高 Voice（かつこうヴォイス）」は、勝山高校生の生の声をご紹介する広報誌です。
　第 1号では部活動のキャプテン、部長からのメッセージをお届けします。

勝山高校には右の表のとおり、１８の部活動があります。

普通科、ビジネス科合わせて 1学年 4クラスの中規模校と

しては、部活動数はかなり多いと言えます。また、それぞ

れの部が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！

一つ目は、「部活動加入率の高さ」です。勝高生の約９０％

が部活動に加入し、勉強との両立を実現し、充実した高校

生活を送っています。あと一つは後ほどご紹介します。

運動部
硬式野球
陸上競技
バレーボール
軟式野球
ソフトテニス
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サッカー
卓球
バドミントン
バスケットボール
ワンダーフォーゲル

吹奏楽
書道
美術
華道
文芸
コンピュータ
英会話同好会

文化部



私たちは現在 7名で活動しています。部室では
　みんなでワイワイしたり、恋バナしたり…と
先輩後輩関係なく楽しくすごしています♪そん
な私たちもやるときゃやる！今年の美作総体団
体戦では 3位になることができました！これで
満足せず、もっともっと強くなれるよう、みん
なで一致団結して頑張っていきます！！

キャプテン　2年 森廣 優衣（湯原中学校出身）

男子バスケットボール部は県大会ベスト８を目
指して日々練習しています。今年度の美作総体
では準優勝を果たしました。バスケの良さは何
と言ってもチーム一丸となって１つのリングを
みんなで守り、１つのボールをみんなでつなぎ
点を取るところです。練習の成果が出て、試合
に勝利した時の喜びは格別です。みなさん、ぜ
ひバスケ部へ！

キャプテン　３年 渡辺 悠太（湯原中学校出身）

バスケットボール部

私たちは、1年生 6人、2年生 5人の 11 人で
毎日元気に楽しく活動しています。「ソフト
テニスは人間をつくる」というように、心・技・
体だけでなく、礼儀やマナーも身につけるこ
とができます。一人一人個性が強いですが、
みんな仲が良く、やりがいのあるスポーツな
ので、一緒にテニスをやりましょう！

キャプテン　２年 柴原 由梨（久世中学校出身）

私たちバドミントン部女子は 21 人で活動して
います。美作総体では団体・個人ともに優勝し
ました。やる時にはやる。楽しむ時には楽しむ。
けじめをつけて男女ともにがんばっています。
初心者、経験者問わず、誰でも大歓迎です。私
と一緒にバドミントンしてみませんか？

キャプテン　２年 本登 彩音（湯原中学校出身）

バドミントン部

ソフトテニス部男子は、元気をモットーに、毎
日学校のテニスコートで活動しています。部員
数は 1年生 5人、2年生 6人でやっています。
部の目標は、美作総体優勝、県総体ベスト８を
掲げて毎日部活に取り組んでいます。勝山高校
に入って、一緒にソフトテニス部を盛り上げま
しょう！

キャプテン　２年 難波 智也（勝山中学校出身）

ソフトテニス部

勝山高校卓球部男子は部員数 9名と、決して多
くはないですが、一人ひとりが目標に向かって
高い意識を持って、日々練習に取り組んでいま
す。卓球経験者、未経験者、先輩、後輩関係な
く仲が良いメンバーです。勝山高校に来た時に
はぜひ卓球部へ！

キャプテン　２年 野村 智希（久世中学校出身）

卓球部

キャプテン　２年 井田 伶奈（落合中学校出身）

私たちは 2年生 6人、1年生 4人、マネージャー
2人の 12 人で活動しています。けじめをつけて
楽しくをモットーに皆に応援してもらえるチー
ムを目指しています。経験者も初心者も大歓迎
です。Let’ s enjoy basketball ！ !

今年のバドミントン部男子は 2年生 9人、1年
生 3人で活動しています。楽しくかつ真面目に
をモットーに日々練習に励んでいます。今年の
美作総体は団体戦 3位と優勝は逃しましたが、
県大会へ出場しました。来年は優勝できるよう
に頑張っています。初心者の方でも歓迎するの
で、ぜひよろしくお願いします。

キャプテン　２年 長尾 大貴（久世中学校出身）



勝高一個性的な部活、ワンゲル部です！！僕
たちは現在 14 人で登山やクライミング等の活
動をしています。登山競技では 2年連続美作
総体優勝、県総体入賞、中国大会出場、3年
前にはインターハイで入賞もしています。ク
ライミングでは 2年連続で全国大会に出場し
ています。こんな活動ができるのは真庭では
勝高だけです。魅力的ではありませんか？

部長　3年 大森 啓太（湯原中学校出身）

ワンダーフォーゲル部

私たち剣道部は男子 2名女子 2名の計 4名で活
動しています。今年の美作総体では決定戦を勝
ち抜き、美作地区代表として県大会へ出場しま
した。県大会では津山高校に本数 1本負けとい
う健闘を見せ、惜敗しました。近年では中国大
会にも選手を送り出すなどの少数精鋭のチーム
です。勝山高校へ来た際には、ぜひ一度剣道部
を見学に来てください！！

主将　２年 田中 晃貴（落合中学校出身）

剣道部
サッカー部では部員一人ひとりが楽しみながら
も高い向上心を持ち、活動しています。また、
対外試合も多く、たくさんの経験を積めるとこ
ろも魅力的です。中学生の皆さんとも何度か試
合をさせてもらいました。さらに、部活外でも
責任感を持って行動し、学校、地域から愛され
るチームを目指しています。

キャプテン　3年 小柳 裕亮（久世中学校出身）

サッカー部

どうも！勝高でも指折りのにぎやかな部活、陸
上部です！現在陸上部は部員１８名で活動して
います。部内では皆、先輩後輩の関係にとらわ
れず、陸上部の一部員として練習に励んでいま
す。厳しい練習にも真面目に取り組み、集中し
ながらも明るく楽しく活動しています！入って
良かったと思える部活ですので、是非来てみて
ください！

部長　３年 宇山 直樹（勝山中学校出身）

陸上部

部活動が活発な勝山高校 二つ目の理由は？？
勝山高校の活発な部活動を支えるもう一つの理由
は、「恵まれた練習環境」です。勝山高校の運動
部活動は、校内の体育館やグラウンド、テニスコー
トだけではなく、徒歩３分という近さにある「ス
ポーツセンター」や徒歩１０分の場所にある「城
山グラウンド」でも行われているのです。
つまり、２つの体育館と２つのテニスコート、２
つの野球場に加えてグラウンド、武道場、校舎内
の各教室が部活動の活動場所ということです。こ

れだけの練習環境
が整っているから
こそ、多くの部活
動が同時に活動で
きるのです！！

体育館

スポーツセンター グラウンド
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書道部
勝高書道部は、和気あいあいをモットーに週に
2日、22 人と先生 3人で楽しく活動しています。
毎年、展覧会で賞をいただいたり、地元の事業
所に作品を展示させてもらったりしています。
鼓山祭では、部員全員で大きな作品を作る書道
パフォーマンスを行っています。初心者や男女
を問わず、一緒に鼓山祭を盛り上げませんか？

部長　2年 上神 くるみ（勝山中学校出身）

私たちは、英語が好き！苦手だけど外国の方と
話してみたい！という人たちが集まった部員 19
名の同好会です。ＡＬＴの先生との会話レッス
ン、英語構文の創作などを行いながら、日々英
語力の向上を目指しています。昨年度は真庭市
英語スピーチコンテストに出場し、同好会メン
バーが１～３位を独占しました。

部長　２年 池田 愛花里（美甘中学校出身）

英会話同好会

私たちは現在部員 6名で活動しています。活動
内容はパソコンを使った活動だけにとどまら
ず、町並み保存地区へ行き、見学や写真撮影な
どの課外活動も行っており、そこで撮った写真
を使ったりイラストを描いたりして、地域のイ
ベントのホームページの作成、リニューアル等
を行っています。

部長　２年 今石 大地（久世中学校出身）

コンピュータ部
文芸部は 1年生が 4人、2年生が 5人、3年生が
1人で活動しています。部員はみな仲が良く、
和気あいあいとした雰囲気で、過ごしやすくなっ
ています。また、去年は文芸部誌の部門で中国
大会入選という好成績を収めています。物語を
書くのが好きな人、興味がある人がみんなで作
品を仕上げる楽しさを体験できます。

部長　3年 今村 寛道（大佐中学校出身）

文芸部

華道部は現在 2年生 3人、1年生 4人の計 7人
で仲良く、楽しく活動しています。生けたお花
は廊下に飾ったり、鼓山祭では展示をしていま
す。また華道だけでなく、茶道をすることもあ
ります。皆さんも「勝高」の華道部に入って和
の心を学びませんか？

部長　２年 西村 麻菜美（北房中学校出身）

華道部

私たち美術部は部員 10 名で活動しています。近
年の成績は「勝山いいとこ展」奨励賞 3名、「芸
フェスポスター、パンフレット」採用各 1名、「人
権ポスター」優秀賞 1名、「万引き防止ポスター」
最優秀賞 1名など多数受賞しています。普段の
活動はポスター制作や、自由制作など少人数で
すが、楽しく活動しています。

部長　２年 稲本 さやか（久世中学校出身）

美術部

部長　２年 坂 水友樹（久世中学校出身）

　　吹奏楽部は 1年生 12 人、2年生 17 人、3
　　　年生 18 人の 47 人で、定期演奏会、吹奏
　　　楽コンクール、アンサンブルコンテスト、
訪問演奏など様々な活動をしています。青春を
吹奏楽部で過ごしてみませんか！？音楽が好き
なら誰でもＯＫ！男女問わず大歓迎します★

吹奏楽部

続いて、文化部の紹介です。
文化部も各種コンクールの入賞など、様々な
部が活躍をしています。学校の近くには町並
み保存地区や、勝山文化センターがあり、アー
トの町「勝山」らしく、展示や発表の機会が
たくさんあります。


