平成 28 年度

部活動等紹介 Final 陸上競技
今年は男子や
り投げでイン
ターハイ北部
九州ブロック
予選大会に出
場し、あと一歩の
ところで本選出場を逃してしまいました。「最大の敵は己、己に
勝つ、玄洋魂！」のスローガンのもと、来年のインターハイ出場
を目指し、部員一丸となって日々の練習に励んでいます。

柔道

ダンス

公 立 と
し て は
珍 し い
最 新 式
の畳 など

人気集団！
発足５年目を迎
えました。選曲、
曲の編集、振り付
け、衣装など、全
てを生徒たちが
自分たちの手で
作り上げていま
す。一つの作品を作り上げるまでの苦労や作り上げたときの達成
感を味わいながら日々成長し続けています。今後も地域の方々に
見守られながら、元気なダンスを披露していきたいと思います。

の恵まれ
た環境と、
OB・OG 会の手厚い支援のもとで日々の稽古に励んでいます。文
武両道をモットーとし、今年も卒部生３名が公務員現役合格を果
たしました。７年連続県大会出場も果たし、次の目標は九州
大会出場です！

卓球

剣道

男子ハンドボール

今年も県大
会に出場し
ました！ 男

2 年生 5 名、1 年生
3 名と少ない人数
ですが、日々稽古
に励んでいます。
インターハイ予選では、２回戦敗退、全国
玉竜旗剣道大会では、１回戦で敗退して
しまいました。この悔しさを胸に、1 日 1
日を大切にして頑張っています。

1 年生８名、２年生７
名で活動しています。
県大会ベスト 16 入り
を目指して、日々ハンドボール専用グラ
ウンドで練習しています。部員は皆、高校
からハンドボールを始めており、何か新
しいスポーツにチャレンジしたいと考え
ている人には最適です。

男子硬式テニス

女子バレーボール

「テニスが上手くなる
ために明るく楽しく」
をモットーに礼儀とマ
ナーを守り、仲間を大
切にすることを重視し
ながら活動していま
す。コートは 4 面あり、初心者でも毎日
十分な時間コートで練習できる環境です。

県大会出場
を目標に毎
日元気に練
習に励んでいます。仲間を思いやり一球
をつなぐために、技術だけでなく、心も鍛
えられるよう日々の生活に取り組んでい
ます。中学生の皆さん、ぜひ一緒に部活動
をしましょう。

サッカー

硬式野球

新チーム１､２年は
３６名で、新人戦県
大会出場、中部ブロック２部昇格、来年度
の県リーグ２部昇格を目標に、日々練習
に励んでいます。「時を守り、場を清め、
礼を正す」の精神で感謝の気持ちを常に
持ち、挨拶・掃除を徹底して練習や試合に
取り組んでいます。学業との両立を図り、
大胆不敵のチーム作りを目指しています。

現在､部員
23 名、
マネ
―ジャー
５名で、毎
日練習に
励んでいます。挨拶、全力疾走、カバーリ
ング日本一を目指しています。謙虚な心・
感謝の気持ちを持ち、県大会出場を目指
し、チーム一丸となって活動しています。

子 13 名、
女子
4 名、計 17 名で、新人戦県大会出場を目
指し毎日練習に励んでいます。普段は男
女とも仲良くみんな和気あいあいとして
いますが、練習は真剣な態度で緊張感を
もって頑張っています。メリハリのある
部活動です。

男子バスケットボール
僕たちはプレイヤ
ー２２名、マネージ
ャー２名の計２４
名で活動していま
す。 『百折不撓の
精神で志を貫く』を
モットーに、県大会出場を目指して日々
の練習や毎週末の練習試合に臨んでいま
す。応援よろしくお願いします！

女子ソフトボール
少人数で活動してい
ますが、各々がどのポ
ジションでも守るこ
とができるよう、工夫
しながら練習しています。
「あいさつ・マ
ナー・元気」をモットーに頑張っています。
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女子バスケットボール

女子硬式テニス

男子バレーボール

「栄光目指し
て」を合言葉に、
毎日練習してい
ます。2 年生 2
名、
1 年生５名と
人数は少ないですが、県大会を目標に頑
張っています。チームワークを第１に本
年度練習します。

硬式テニス経験者
を含む、1 年生４名
の「少数精鋭」の部
活動です。公式戦
上位進出を目指し、日々の練習に励んで
います。テニスは、生涯をとおして楽しめ
るスポーツ。初心者も大歓迎です。私たち
と一緒にテニスを楽しみましょう！！

県大会出場を目
標に毎日元気に
練習に励んでい
ます。仲間を思
いやり一球をつなぐために、技術だけで
なく、心も鍛えられるよう日々の生活に
取り組んでいます。中学生の皆さん、ぜひ
一緒に部活動をしましょう。

文芸

書道

写真

7 月の地区大会、
10 月 の 県 大 会 へ
の出品、入賞を目
指し、散文・詩・短
歌・俳句の創作に励んでいます。昨年度は、

3 年生の小川桃実さんが短歌部門で
九州大会(大分大会)に出場しました。

主に週３
回の活動
の中で、
昨年度は、 高文連地区大会で１名が
県大会出場 、今年度も福岡地区書道
展で１名が特選を受賞 するなど日々
活発に活動しております。

美術

華道

3 年生 3 名、2 年生 2 名、
1 年生 2 名の計 7 名で活動
しています。2 年生の内山晟太君が県高
文連で「大賞」を受賞し、九州大会に出
場。また、高文連創立３０周年記念写真
展で、1 年中村美鈴さんが「入賞」
、写
真技術講習会で、3 年生の亀井喜一君が
「優秀賞」を受賞しました。

鈴木貴博氏の
「 生 き ろ 」
project に 参 加
し、作成した「生きろ」T シャツも福岡市
美術館に展示されました。今後は、様々な
ポスター展にも応募しながら、各自の技
量を磨いていきたいと頑張っています。

「千家古儀流」の講師
の先生をお招きし、定
期的に季節の花を活け、校内に展示して
います。部員それぞれが、個性豊かな作品
となるよう心がけています。みなさんが
気持ちよく学校生活を過ごせるよう、今
後もお花の魅力を伝えていきます。

硫酸アンモニウムの再結
晶による色の違いの観察実験を行ってい
ます。次は何の実験をしようとわくわく
しながら、活動しています。授業の実験と
は違い、失敗したり、自ら考えたり、科学
の不思議を楽しんでいます。

吹奏楽

映画研究

バドミントン

部員数は現
在１０名で
す。夏には
野球部応援の演奏に新たに取り組みまし
た。体育大会開会式や閉会式で演奏して、
活動を PR します。部員を増やして、もっ
と合奏を楽しむ機会を増やしていきたい
と考えています。

月曜から金曜まで、
理科講義室で活動
中です。常に新しい
映像表現を取り入れ、オリジナリティの
高い作品を作成しています。現在は３Ｄ
ＣＧや AR 技術を用いた作品に取り組ん
でいます。映画やアニメ、ゲームに興味が
ある人は、ぜひお越しください。

バドミントン好きが
集まって、日々の練習
に励んでいます。限られたスペースや設
備の中ですが、和気あいあいと活動して
います。興味のある方は、是非コモンホー
ルへ見学にいらしてください。

茶道

放送

通常の活動は
一週間に二回
(月・木)です。
裏千家の正教
授である田中先生のご指導の下、日本の
伝統文化や、おもてなしの心、日常の所作
や心遣いについて学んでいます。文化祭
や折々の茶会で日頃の稽古の成果を発表
し、皆さんに喜んでいただいています。

私たちは、
主に集会で
のマイクセ
ッティング
や体育大会
のアナウンスをしています。
「疲れたより
も頑張った」を合言葉に活動していて、平
成 28 年度からお昼の放送を開始するなど
日々新しいことに挑戦しています！！

生徒会

ボランティア

生徒会執行部は、
体育大会や文化祭
といった校内の行事の企画・運営にあた
るだけでなく、校外の行事やボランティ
ア活動にも積極的に参加しています。玄
洋高校の生徒代表として学校生活をより
よくし、また地域との連携を深めるべく、
日々活動しています。

「自分以外の
誰かのために
できること
を」を活動の
モットーに、生徒が前向きな気持ちでボ
ランティア活動に参加できるよう、年間
をとおして様々な活動への参加呼びかけ
をおこなっています。
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科学

軽音楽
バンド活動をおこ
ないます。カバー
曲はもちろん、オ
リジナル曲も演奏します。主な発表の場
は、6 月の玄洋祭と 2 月の感謝会です。部
員はより高いレベルの演奏を目指し、
日々、楽器や歌の練習に励んでいます。

ジョブシャドウイング
本校が他に先駆け
て開始し、充実度を
増しています。高度な職業体験としても
注目されています。

総合文化･運動
本校にない部活動
で、個人での活動で高体連、高文連の大会
等の参加を公文書での依頼があったもの
について認めています。過去に、アイスホ
ッケー・水泳・少林寺拳法等がありました。

