
部活動の取り組み 
 

 

 

 

● レスリング部 

《2019年度の活動について》 

顧  問  南  土屋  寺田 

活動場所  格技場 

 

《2019年度活動結果》 

ＪＯＣジュニアオリンピックカップ 

全日本ジュニアレスリング選手権大会 

（4/27～28横浜） 

カデットの部 グレコローマンスタイル 

・43kg級 神吉  ２位 

＊アジア大会（７月カザフスタン）出場決定 

・65kg級 三多見 ２位 

 

春季高校総合体育大会（5/30～31）  

＊団体 優勝（３年ぶり20回目） 

＊個人（男子） 

・ 51kg級 神吉    １位 

・ 65kg級 三多見  １位 

・ 80kg級 池田   １位 

・125kg級 奥澤   １位 

・ 60kg級 三原   ２位   野村  4位 

・ 80kg級 今在家 ２位   長谷川 4位 

・ 92kg級 奥田   ２位 

・ 71kg級 平塚  ３位 

・ 55kg級 山口  4位 

＊個人（女子） 

・ 53kg級 田内  １位 

＊近畿大会（６月栗東）  出場決定 

＊インターハイ（８月熊本）出場決定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a● サッカー部  

《2019年度の活動について》 

顧  問  安田  平田  青山 

活動場所  第１グラウンド 

 

《2019年度活動結果》 

春季高校総合体育大会（5/19） 日野 ０－３ 八幡 

 

 

 

 

 

● 男子バスケットボール部  

《2019年度の活動について》 

顧  問  伊藤  磯島 

活動場所  体育館 

活動内容  正しくあれ、優しくあれ、強くあれ、の校風

のもと、文武両道を心掛け、心身共に鍛えています。3学

年とも仲が良く、チームワークを大切に活動しています。 

 

《2019年度活動結果》 

春季高校総合体育大会（5/30） 

1回戦 日野113－43 栗東 

  2回戦 日野 37－115 立命館守山 

 

 

 

 

● 女子バスケットボール部  
《２０１９年度の活動について》 
顧  問  加藤  山川 

活動場所  体育館・格技場 

活動内容  

３年生４人・１年生８人の合計１２人で活動しています。

基礎・基本を大切にして、週に５～６日練習をしています。

試合前の目標設定と試合後の反省を繰り返し、モチベーショ

ンを高めるためにも、自分たちの長所を伸ばすことに力点を

置いています。「人間的成長なくして競技力向上なし」を合

い言葉に、僅差のゲームに勝利すること、勝てなかったチー

ムに勝利することを目標としています。 

 

《2019年度活動結果》 

春季高校総合体育大会（5/25～26、30～31、6/1） 

1回戦 日野 45－47 米原 

 

 

 

 

a● 男子バレーボール部  

《2019年度の活動について》 

顧  問  宮坂 泰治 

活動場所  休部中（体育館） 

活動内容  現在部員２名のみで同好会となっています。

新入生の入部を待っていましたが残念ながら誰もなく、 

休部状態となっています。恵まれた環境でバレーができる

ことに常に感謝の気持ちを忘れず、心技体の向上、チーム

ワークの向上を目指して頑張りたいと思います。 

 

 

 

 



 

 

a● 女子バレーボール部  

《2019年度の活動について》 

顧  問  鈴木  西村 

活動場所  体育館、 外練は第１グラウンド 

活動内容  平日は放課後１６時～１９時まで、休日は 

３～４時間練習をしています。現在、１年生５名で練習に

励んでいます。高校総体で１日目に勝利し、２日目の試合

に進むことを目標として、頑張っています。 

 

《2019年度活動結果》 

春季高校総合体育大会 

予選グループ戦 日野 ０－２ 草津 

敗者復活戦   日野 ０－２ 高島 

 

 

 

 

 ● 女子ソフトテニス部  

《2019年度の活動について》 

顧  問  加藤  中川  中尾（外部コーチ） 

活動場所  テニスコート 

活動内容  平日は夕方の数時間、土曜日は午前中に練習、

日曜日は練習試合も行っています。公式戦は春季総合、  

県体、秋季総合の他、冬季のインドア大会やシングルス  

大会にも出場しています。 

 

《2019年度活動結果》 

春季高校総合体育大会（5/31～6/1）  

＊団体戦 

・1回戦 稲葉・髙鍋 0－4 長浜北星 

      吉田・水谷 3－4 〃 

      西浦・森田 4－0 〃 

＊個人戦 

 ・1回戦 西浦・森田 １－４ 堅田 

      池内・水谷 １－４ 石山 

      稲葉・髙鍋 ４－１ 八幡商業 

 ・２回戦 稲葉・髙鍋 ４－３ 玉川 

 ・３回戦 稲葉・髙鍋 ２－４ 高島 

 

 

 

● 放送部  

《2019年度の活動について》 

顧  問  平居  井上 

活動場所  書道室・放送室 

活動内容  ・校内放送 

・生徒会行事の音響、司会等の活動 

・日野町青少年意見発表大会司会 

・春・秋の県大会への参加 

・図書館でのおはなし会実施 

 

 

a● テニス部  

《2019年度の活動について》 

顧  問  多々良  道分 

活動場所  テニスコート 

活動内容  硬式テニス 

 

《2019年度活動結果》 

春季高校総合体育大会（5/27～6/2）  

＊団体戦  2回戦敗退 

 ・１回戦 日野 ３－０ 野洲 

 ・２回戦 日野 ０－３ 光泉 

＊個人戦 

シングルス・ダブルス ２回戦敗退 

 

 

 

A ● バドミントン部  

《２０１９年度の活動について》 

顧  問  東出  井上 

活動場所  体育館（グラウンド側） 

外（部室前・学校外周） 

活動内容  基礎体力をつけるため、筋トレや体幹トレー 

ニングを取り入れています。平日は、コートでの練習が週

３日、外練が2日、土曜日練習、日曜日を休日にしていま

す。大会前は土日とも練習します。練習メニューを自分た

ちで順番に考え、工夫して練習に励んでいます。 

 

《2019年度活動結果》 

春季高校総合体育大会（5/26、5/27、5/31） 

＊団体 日野 ３－０ 大津商業 

＊シングルス 

・１回戦  吉山 奥田 古川 田中 

 ＊ダブルス 

・１回戦  古川・片岡 

  田中・谷口 

張川・奥田 

 

 

 

 

 

 

 

《2019年度活動結果》 

ＮＨＫ杯高校放送コンテスト  滋賀大会（5/30～31）  

＊朗読部門出場 ４名 

＊創作ラジオドラマ部門 ３位 

 

 



 

 

● 陸上競技部  

《2019年度の活動について》 

顧  問  松村  林井 

活動場所  第１グラウンド 

活動内容  平日は２～３時間、土日祝日は学校で練習、

もしくは記録会等に参加しています。基礎体力の向上を 

練習の軸として種目にこだわらず体力をつけています。 

 

《2019年度活動結果》 

春季高校総合体育大会（5/30～6/1） 

男子 

・砲丸投 阿蘇 決勝6位 近畿大会出場決定 

・その他出場 

100ｍ・200ｍ・1500ｍ・5000ｍ・ 

4×100ｍＲ・三段跳・やり投・円盤投 

女子 

・100ｍ・円盤投出場 

 

 

 

 

● 野球部  

《2019年度の活動について》 

顧  問  谷口  中筋  小松 

活動場所  第2グラウンド 

活動内容  選手２８人、マネージャー４人の３２人で活

動しています。シーズン中は、ほぼ毎週練習試合を行い、

公式戦勝利に向けて切磋琢磨しています。暑い中も寒い中

も部員同士で力を合わせながら練習を行う中で、切ること

のできないチームワークを身につけることができます。 

３年生が引退した後の新チームでは、「公式戦で勝てるチー

ム作り」を目指して、選手が主体となって活動に励みます。

冬場の基礎トレーニング期間も粘り強く練習を行い、チー

ム全体で乗り越えて、より質の高い野球を求め、結果にこ

だわって日々の活動を行っていきたいと考えています。 

 

《2019年度活動結果》 

春季近畿地区高等学校野球 滋賀県大会 

4/14   日野 １－２ 大津 

 

 

 

 

● 美術部  

《2019年度の活動について》 

 顧  問    楠亀  嶌田 

 活動場所    美術室 

 活動内容    滋賀県高等学校総合文化祭出品に向けての

作品制作。各種展覧会に向けての作品制作。地元団体か

らの依頼による作品制作。 

 

 

 

● 卓球部  

《2019年度の活動について》 

顧  問  宇野  川村 

活動場所  体育館 

活動内容  近畿大会出場を目指して、常に試合を意識し

て練習しています。休みは週に２日。 

 

《2019年度活動結果》 

春季高校総合体育大会（5/31～6/2）  

男子 

＊団体 ２回戦 日野 ０－３ 北星高養 

＊シングルス 

  ・1回戦  大田 髙瀨 大西 神田 池本 

・２回戦  山本 坂井 

・３回戦  中村 

＊ダブルス 

・２回戦  髙瀨・坂井 山本・中村 

女子 

＊シングルス 

・１回戦  大國 近藤 森 

＊ダブルス  

・２回戦  近藤・森 

 

 

 

 

a● 音楽部  

《2019年度の活動について》 

顧  問  石間  平井  嶌田 

活動場所  音楽室 

活動内容  混声４部合唱をしています。 

助っ人なく大会に出場しています。 

 

《2019年度活動結果》 

全国高等学校総合文祭壮行会参加（7/22） 

  滋賀県合唱団副団長 川原 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A ● ＰＣ部  

《2019年度の活動について》 

顧  問  井上  寺田 

活動場所  マルチメディア室 

活動内容  2011年度より部名をＰＣ部（旧ワープロ部）

と改名。各種大会出場、各種検定試験、競技会練習を中心

に活動しています。 

 

《2019年度活動結果》 

滋賀県高等学校ワープロ競技大会春季大会（5/25） 

＊団体 ８位 

＊個人 18名参加 

滋賀県高等学校情報処理競技大会（6/15）  

＊団体 ３位 

＊個人 ４名参加 

 

 

 

 

a● 科学部  

《2019年度の活動について》 

顧  問  島林 

活動場所  化学室 物理室 

活動内容  火・金曜日に活動しています。比較的簡単な

準備でできる実験を中心に行います。失敗もあり、楽しく

実験しています。昨年の文化祭では、スライムづくり体験、

組織培養、メタセコイアの観察についての展示、また畑で

栽培したサツマイモを使い、大学芋を作りました。継続的

な実験にもチャレンジしようということで植物の組織培養

（ニンジン）をしています。今年度は夏休みに、琵琶湖博

物館へ見学に行く予定をしています。 

 

《2019年度活動結果》 

春季研究発表大会（5/31） 

 ＊自然科学部門発表なし見学参加 

 

 

 

 

a● 手芸部  

《2019年度の活動について》 

顧  問  松本 

活動場所  被服室 

活動内容  水・金曜日を基本に、他の曜日も時々活動を

しています。個々の作品の取り組み状況に応じて、他の曜

日も活動を行います。昨年は、服、かばん、マスコット作

りをしてきました。現在は、布での作品作りやアクセサリ

ー作りに取り掛かっています。 

 

 

 

 

a ● 吹奏楽部  

《2019年度の活動について》 

顧  問  清水  宮坂 

活動場所  渓泉会館 

活動内容  １年生が２人入部し、３年生３人との５人

で今年度の活動がスタートしました。今年度も「究極の

小編成バンドながらも魅力ある演奏をしよう！」と日々

練習に励んでいます。コンクールやアンサンブルコンテ

スト出場のほか、文化祭などの校内の行事や地域の依頼

演奏への出演、他校吹奏楽部や近隣の吹奏楽団体と合同

練習会なども積極的に行く予定です。今後ともご支援や

応援をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

● 茶華道部  

《2019年度の活動について》 

顧  問  山田  平居 

活動場所  セミナーハウス・生物室 

活動内容  毎週金曜日を基本に、華道は未生流の芦田泰

甫先生、茶道は裏千家の鑓桂子先生のご指導を受け、活動

しています。部員数は、１年３人、２年４人、３年７人の

合計１４人です。高校生となり、はじめて茶道や華道をた

しなむ生徒も多く、講師の先生方に基礎からしっかり教わ

っています。活動を通して、日本文化に触れ感性を磨き、

穏やかで有意義な時間を過ごしています。 

 

 

 

 

● 文芸部  

《2019年度の活動について》 

顧  問  竹中  伊吹 

活動場所  図書館 

活動内容  文芸誌「Storia」編集発行、春秋の交流

会、小説・俳句講習会参加。 

 

《2019年度活動結果》 

おうみ文藝塾（5/31）立命館守山高校 

＊俳句甲子園の模擬授業に参加 

＊俳句講習会に参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


