平成 25 年度修文女子高等学校部活動紹介
運

動

部

① 陸上競技部
顧問 塚原理観･竹内良成
活動場所 尾西グランド、弁天グランド
愛知県営一宮総合運動場
活動日 （月）～（土）
コメント 「なぜ苦しいのに走るのか？」と思うかもしれ
ないが、記録が伸びたときの感動は陸上をしている選手に
しかわかりません。この感動を一緒に経験しよう。未経験
者でも心配ありません。
「足が速くなりたい」
「自分に負け
たくない」と思う気持ちがあれば、大丈夫です。また、他
の競技と違い、全員平等に試合に出場できます。

② ソフトボール部
顧問 寺田吉利･野田友之・青木陽子
活動場所 弁天グランド
活動日 （火）～（日）
コメント 「尾張の地から日本一！」を目標に掲げ、ソフ
トボールができることに感謝し、ソフトボールを通じて自
分を磨いています。昨年は愛知県新人体育大会で優勝し、
全国選抜大会に出場することができました。部員は中学時
代に無名の選手ばかり。そんなメンバーですが、決してあ
きらめず、粘り強く努力を重ねています。「やってやれな
いことはない！やらずにできるわけがない！」を胸に、日
本一の夢を叶えます！

③ 弓道部
顧問 水谷健次郎・浅野正二
活動場所 弓道場（小グランド横）
活動日 （月）～（土）※試合日は除く
コメント 部員同士で切磋琢磨し、弓道を通して礼儀と集
中力を身につけていきます。全員が初心者からのスタート
なので、何の心配もありません。その気になれば未経験者
が全国大会に出場できる競技です。

④ バレーボール部
顧問 岩田満広・小島佐知子
活動場所 体育館
活動日 （月）～（土）
コメント 今年は県大会出場を目標に、明るく・楽しく・
元気に日々練習しています。先輩には、初心者もいますの
で、新しいスポーツを始めようという人やマネージャーも
歓迎します。

⑤ バスケットボール部
顧問 髙尾聡・若山真澄
活動場所 体育館
活動日 （火）～（日）
コメント 体力・スピード・瞬発力、どれが欠けていても
バスケットボールはできません！ しかし、地道に努力を
重ね、驚きの成長をとげている先輩は何人もいます！ 大
切なのは「やる気」と「向上心」
。きっとあなたも成長で
きるはず！ 部活動を通して多くのことを学んでくださ
い！

⑥ バドミントン部
顧問 小栗孝司・早川里奈
活動場所 体育館
活動日 （月）～（土）※試合日は除く
コメント 運動部のなかで最もメンバーの多いチームだ
から、明るくて、楽しい仲間で溢れています。なかには、
読書や書道を愛する仲間もいます。昨年度は、尾張地区で
学校対抗戦・シングルス・ダブルスの全種目で３位を獲得
しました。全員が必ず出場できる大会もあり「３年間補欠」
なんてこともありません。気持ちで負けない、声で励まし
合う、バドミントン部に入部しませんか？

⑦ 卓球部
顧問 大野茜・川口隆義
活動場所 体育館（部室木造校舎）
活動日 （火）～（日）
コメント 「尾張最強」の称号を欲しいままにし、団体戦
で尾張７年連続優勝、団体戦東海大会進出、尾張地区ダブ
ルス８年連続優勝と個人競技ながらチームワークが必要
な団体種目で強さを発揮！ 近々、全国大会へ進出しま
す。卓球経験者については大歓迎します。マネージャーも
３名まで募集しています。

⑧ テニス部
顧問 小川雄己・鵜飼保年
活動場所 テニスコート
活動日 （月）～（土）※試合日は除く
コメント 明るく･楽しく･元気よく、毎日頑張っていま
す。先輩・後輩も仲良く、力を合わせて基礎から練習しま
す。
「悔しさがあれば頑張れる。夢があれば、もっと頑張
れる。
」一緒に熱い高校生活を送りましょう！

文

化

部

① 吹奏楽部
顧問 村山茂雄・福冨郁子
指導者 木下紘治郎
活動場所 ２号館４階
活動日 （月）～（土）
大会前は日曜日、合宿もあり
コメント 夏の吹奏楽コンクール、冬のアンサンブルコン
テストを中心に、地域のお祭りや各種発表会など多くの行
事に参加しています。練習は基礎練習や合奏はもちろん、
筋トレなど体力づくりもやります。マーチングもやります。
とっても楽しく、青春できます。一緒に頑張りましょう！

② 音楽部
顧問 小栗公梅花・小林留理子
活動場所 ３号館４階 音楽室（軽音）
６号館２階 和室（筝曲）
活動日 （月）～（金）行事により土・日曜日もあり
コメント 音楽好きな人、真面目にコツコツ練習に取り組
める人、集まってください。日頃の練習の成果を文化祭や
老人ホームで発表しています。箏は初心者歓迎です。

③ 和太鼓部
顧問 工藤好美・唐井正臣・
（奥村明美）
活動場所 ６号館３階
活動日 （月）～（金）
、発表前は土・日曜日もあり
コメント 入学式での演奏から１年の活動が始まりまし
た。最近は地域や施設での演奏、太鼓フェスティバルでの
演奏など校外での演奏も増えました。体の芯に響き「生き
ている」という実感を持てる太鼓をたたいてみませんか？
ぜひ一度見学に来て、太鼓を体験してみましょう！

④ アート部
顧問 柳原万里枝・増田栄一
活動場所 ２号館４階
活動日 （月）～（金）
、展示前は土曜日もあり
コメント アート部はアニメ班、映像班にわかれていま
す。試行錯誤と創意工夫で、作れないものなどありません。
コツコツと一からオリジナル作品を作ります。全員で協力
して作品を作る喜びを、ぜひ一緒に味わいませんか。

⑤ 生活クリエート部
顧問 青山美香子・青木陽子・不破定浩
指導者 田中佐知(池坊)・野口よう子(表千家)
活動場所 華道 ２号館４階 南側教室
茶道 ６号館２階 和室
活動日 （月）～（金）
、土・日曜日の活動もあり
コメント 日本の伝統文化を身につけて素敵な女性になり
たい人はぜひ来てください。お免状が取れるように、専門
の先生が親切に指導をしてくださいます。

⑥ 演劇部
顧問 林真也・菊池かおり
活動場所 図書館２階東側
活動日 （月）～（金）、大会前は土・日曜日もあり
コメント 「高校演劇」に興味がある人。ドラマや映画、
お芝居やミュージカルを観るのが好きな人。絵を描いたり
工作したりするのが好きな人。何より仲間と協力するのが
大好きな人。経験は問いません。私達と一緒に舞台を作り
ましょう！！

⑦ フードクリエート部
顧問 福谷栄里子･美山麻友子
活動場所 ３号館１階 調理実習室・図書館
活動日 （月）～（金）
コメント 作るのがスキ！ 食べるのもスキ！ 今まで作
ったことがない料理やお菓子にもチャレンジして、友達や
家族を驚かせてみませんか？ 自分のレパートリーを増や
したい人、腕を磨きたい人、やる気がある人待っています。

⑧ ファッションクリエート部
顧問 塚原絵美・井上恵里・
（福冨郁子・菊池かおり）
活動場所 被服室
活動日 （月）～（金）
コメント 自分の服を作ってみませんか？ １年生が終
わるころには必ず作れるようになります！ 服だけでは
なく、編み物、ビーズ、刺しゅうなど自分の好きなものを
作ってみよう！

⑨ マルチメディア部
顧問 不破定浩･中野敬仁･大下賢一
活動場所 １号館４階 コンピュータ実習室
活動日 （月）～（金）
、土・日曜日に大会あり
コメント 正しく速く美しく文書を作成するため、毎日、
文字入力の練習をしています。あなたも努力次第で、10 分
間の文字入力数が 1,000 文字を超えることも夢ではありま
せん。また、ワープロ、簿記、電卓、情報処理などの資格
取得も目指して活動しています。

⑩ インターアクトクラブ
顧問 石井恭二･佐々木規子
活動場所 図書館
活動日 （月）～（金）
土・日曜日に時々ボランティア活動あり
コメント ボランティア活動をしています。老人ホームや
福祉施設などの訪問、募金活動および愛知県内の他のイン
ターアクトクラブとの交流を行っています。また、特に熱
心に活動した生徒を対象に、毎年２名、７月にオーストラ
リアへ海外研修に行くことができます。

⑪ 補習部
顧問 吉田敦・野田紘秀・近藤良俊・畠山朝子
・河合康次
活動場所 主に３号館３階・４階の普通科教室
活動日 （月）～（土）
コメント 授業の内容がわからなくて、その教科が嫌いに
なったりしていませんか。将来、進学を考えているのに、
今の学力では不安だという人はいませんか。そんな悩みを
解決してくれるのが補習部です。高いお金を払って塾に通
ったり、家庭教師をつけたりする必要は全くありません。
やった分だけ、必ず“力”がつきます。

⑫ ガーデニング同好会
顧問 浅野正二
活動場所 前庭、中庭
活動日 （月）(火)（金）
コメント 花壇をご覧になりましたか。今はパンジーしか
咲いていませんが 10 種類以上の花苗・球根が植えてあり
ます。活動は主に中庭の花壇と玄関周りの花鉢を管理して
います。水やりは、当番を決めて毎日します。今、流行の
ガーデニングで、校内をよりきれいにしませんか。花と親
しんで、心豊かに高校生活を過ごしましょう。

