
活動日 部員数 活動内容 目標 部員の声 中学生へひとこと 活動報告 動画URL

月・火・水・●金・土・●

目標に向かって懸命に努力することの充実感。仲間
と切磋琢磨しながら得られる強い信頼感。観劇して
いただけるお客様や、自分たちを応援してくれる方
たちがいることの幸福感。そんなことを心の底から
実感することができる部活です。
公演の案内などは下記外部リンクやツイッター、
Facebookをご覧ください。

https://youtu.be/5DKfdTaBV5I

https://www.instagram.com/ofunaplayers/ ※著作権の関係上、一部音声が途切れています

月・火・水・●・金・土・●(基本）

1年　男子　名
　　 女子 2名
2年　男子　名
　　 女子 3名
3年　男子　名
　　 女子 6名
　　　計 11名

クラシックからポピュラーまでの幅広い合唱曲に日本語外国語を問わず取
り組んでいます。ヴォイストレーニングをはじめ、各個人の技術向上に重
点を置いています。
また、曲に振付をしダンスを踊りながらの「魅（見）せる合唱」を目指し
ています。今年の3月に行われた定期演奏会では、ミュージカルの公演を
行い、ただ歌うだけでなく、役を演じることにより表現力向上をはかって
います。合唱というものを、より多角的な面からとらえて練習に取り組ん
でいます。

　一人ひとりの「声」を育て、合唱、音楽の喜
びを多くの人と共有すること。

合唱部では、日々の合唱練習はもちろん、ヴォイスト
レーナーの先生による指導もあります。合宿では独唱発
表会、定期公演ではミュージカルと合唱だけでなく、個
人の実力を発揮する機会が用意されています。このよう
に日々自分の声と向き合い、合唱そのものである「声」
を原点とし、練習に励んでいます。

　「声」は誰もが持っている楽器です。歌を、合唱
を、音楽を楽しみたい方はぜひ一緒に歌いましょ
う。

神奈川県合唱祭
福祉施設訪問演奏（見送り）
ウィンターコンサート（見送り）
ボランティア（見送り）
第32回定期演奏会（茅ヶ崎市民文化会館）

https://youtu.be/_jhdiUM_BxE
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月・火・●・木・金・●・●

1年　男子　名
　　 女子 5名
2年　男子 1名
　　 女子 4名
3年　男子　名
　　 女子 4名
　　　 計14名

新学期は、6月の文化祭で展示販売するための制作にいそしんでいます。
夏休みは、体育祭ポスターを手刷り印刷をしています。また、スケッチや
他校との合同合宿、美術館鑑賞なども行っています。
また、神奈川県立高校美術展等に出品し、立体、絵画、デザインなど、
デッサンばどいろいろな表現活動を行っています。

神奈川県高等学校美術展で入賞すること
4月から白帆祭（文化祭）までは展示・販売用のする作品
制作、 8月～11月は高校美術展への出品作、1月～3月は
新入生歓迎用映像作りにチャレンジしています。

　女子部員が多いですが、男子部員も大歓迎です！

神奈川高校美術展　奨励賞　２名
全国総合文化祭（和歌山大会）に作品出展
白帆祭　作品展示
六国祭ポスター（シルクスクリーン印刷）作成

https://youtu.be/iIExMyC4M5o

●・火・●・木・金・●・●

1年　男子 4名
　　 女子　名
2年　男子 5名
　　 女子　名
3年　男子 1名
　　 女子 1名
　　　 計11名

少人数ですが、みんな和気あいあいとした雰囲気で活動しています。１学
期は白帆祭に向けてプラネタリウムの準備や、部誌の作成に頑張っていま
す。
土・日に、学校に泊まり込んでの夜間天体観測も計画しています。

白帆祭での発表の成功
部員がもっと増えること

平成30年度までは「天文部」として活動していました
が、令和元年度からは「科学研究部」となり、より幅広
い内容の活動をしています。

宇宙や天体関係だけでなく、理科的なことに興味の
ある人はぜひ来てみてください。

白帆祭参加
部誌の作成

https://youtu.be/HkP1eGZHRWs
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月・●・水・●・金・●・●

1年　男子 1名
　　 女子10名
2年　男子 0名
　　 女子 3名
3年　男子 4名
　　 女子 8名
　　　 計26名

月・水・金の週３日活動。部誌は年４回発行。「柘榴（ざくろ）」と「柘
榴石（ガーネット）」の2種類ある。「柘榴」は文化祭号と部誌コンクー
ル用。「柘榴石」は新入生歓迎号とオープンスクール用。19年度は部誌部
門で全国大会に出場。和気あいあいと活動しています。

全国大会　文芸部誌部門　出場

2年生5人、1年生13人の計18人で楽しく活動しています。
小説だけでなく、絵が上手が部員も多く、先輩後輩関係
なく、、仲良く、時には（締め切り前には）慌ただしく
過ごしています。
部誌には、過去の先輩方の作品も多く残っており、『ビ
ブリア古書堂の事件手帖』の三上延さんや『宝石鳥』の
鴇澤亜妃子さんも卒業生です。部室にはなんと三上延さ
んのサインが！

先輩後輩の関係なく、とても仲の良い部活です。ぜ
ひ一緒に活動しましょう！

第43回全国高等学校総合文化祭　文芸部誌部門文化
連盟賞
第21回関東地区高校生文芸大会（群馬大会）出場
第23回神奈川県高等学校文芸部誌コンクール高文連
会長賞

https://youtu.be/xJ-VTS7Lzw4

月・火・水・●・金・土・●

1年　男子 3名
　　 女子23名
2年　男子 4名
　　 女子28名
3年　男子 1名
　　 女子23名
　　　 計81名

平日は個人、パート練習、休日は合奏を中心に練習しています。年に2回
の定期演奏会や地域の行事など校外で演奏する機会もあり、毎回の行事内
容が充実するよう頑張っています。2018年度は東関東吹奏楽コンクールに
出場しました。

みんなで楽しく活動しながら、聴いてくれる皆
さんに楽しんでもらえるような演奏を目指す。

何事も生徒自身で考えて活動するよう努めています。演
奏会も自分達でつくりあげ聴きに来てくれた方に喜んで
いただけるよう工夫しています。学年を問わず仲が良
く、楽しく活動しています。

男子もいます。初心者大歓迎。一緒に仲良く音楽を
楽しみましょう

県南吹奏楽コンクール金賞（5年連続）、神奈川県吹
奏楽コンクール　銀賞
県南アンサンブル大会コンテスト部門サックス3、ク
ラ5　銀賞、大船まつり　こどもフェスティバル参加
夏合宿（長野県）

https://youtu.be/AcAg1rFZgaM
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●・●・水・●・●・●・●

1年　男子　名
　　 女子 6名
2年　男子　名
　　 女子 2名
3年　男子　名
　　 女子 4名
　　　 計12名

　裏千家の先生から茶道の基本を学びます。お点前は勿論、日常生活にも
活かせる立居振舞や和菓子や茶花についての知識も深まり、浴衣も自分で
着られるようになります。和の空間「作法室」で和やかさの中にも緊張感
を持ってお稽古しています。
 

　茶の心を知る、「めざせ千利休」

　部員同士の仲が良くて、なごやかな楽しい部活です。
週一回の活動なので勉強や他の部活、習い事との両立も
できます。裏千家の先生に指導をしていただいているの
で、きちんとした作法が身につき、希望者は資格をとる
ことができます。また、床の間にお花を生けるので季節
のお花の名前も覚えられます。

　初心者大歓迎です。男子部員も大募集中！ぜひ入
部してください。

　白帆祭にてお茶会、円覚寺坐禅会、鎌倉芸術館に
て研修茶会、高文連主催高校生茶会、日本茶研修
会、校内で初釜

https://youtu.be/jjhdPsrh73Q

●・●・水・●・●・●・●

1年　男子　名
　　 女子 6名
2年　男子　名
　　 女子　名
3年　男子　名
　　 女子　名
　　　 計　6名

　小原流の先生から華道の基本、アレンジを学びます。日本の伝統文化
【いけばな】を通じて「創造力」「やさしさ」「おもいやり」の心を学び
ます。
　文化祭で展示を行ったり、学生いけばな競技会関東大会に出場したりし
ています。入学式や卒業式などで活けこみを行っています。

　いけばなを通じて創造性を養う

　小原流の先生が優しく教えてくださいます。なごやか
な雰囲気で楽しくいけばなを学んでいます。道具なども
すべて借りられます。月に2回程度の活動なので、勉強、
ほかの部活動、習い事などと両立できます。

　部員の3年生が卒業して、部員数０となり継続が危
ぶまれた華道部ですが、1年生6名が入部して活気を
取り戻しています。初心者大大大大大歓迎です。男
子部員も大募集中！「我こそは大船高校華道部を盛
り立てて見せる」という方も、ちょっとお花に興味
のある方も、ぜひのぞいてみてください。

オール初心者でスタートした新生華道部では、お花
の扱い方や花材の選び方から始め、小原流の基本で
ある「たてるかたち」「かたむけるかたち」を学ん
でいます。白帆祭の展示でも大活躍しました。今年
はコロナの影響で参加できませんでしたが、来年度
は学生いけばな競技会関東地区大会に出場する予定
です。入学式や卒業式でのお花の活けこみも行いま
す。

https://youtu.be/__g6jqBuxMM
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月・●・●・●・金・●・●

1年　男子  名
　　 女子22名
2年　男子  名
　　 女子 9名
3年　男子  名
　　 女子 4名
　　　 計35名

季節の素材を使ってお菓子や料理を作っています。。６月の白帆祭での販
売に向けて、日々試行錯誤しながら活動していますので、料理の腕が上が
ります。

白帆祭に向けて、お美味しく、楽しく、安全
に！
学年を超えた部員間の交流を深めます。

普段は学年関係なく活動していて、とても楽しいです。
先輩、後輩、先生方とも仲良くなれます。

料理初心者や上達したい人はもちろん、男子も大歓
迎です。

https://youtu.be/R8cij-EAsZ4

月・●・水・●・金・●・●

1年　男子 8名
　　 女子 3名
2年　男子 2名
　　 女子 5名
3年　男子 2名
　　 女子 4名
　　　 計24名

写真部では、月１回くらいの撮影会および写真の展示発表を行っていま
す。
撮影会は、横浜や横須賀、東京などに出かけ、撮影した写真は、文化祭を
はじめ、校内で随時発表を行っています。また高写連主催の撮影会にも参
加し、作品を応募しています。

デジタルカメラの撮影技術を向上させ、高写連
主催のコンクールに出品することです。優秀な
作品は神奈川新聞に掲載されるのでそれを目標
に頑張っています。

月１回ぐらいの撮影会があります。場所は、鎌倉・横
浜・東京などです。時に鎌倉の撮影会では鎌倉の文化を
学ぶという活動もしています。

写真を撮ることに興味がある人はぜひ入部を！！ 題48回鎌倉江ノ島撮影会写真コンテスト　佳作 https://youtu.be/QyxrWAY6uww

演劇部

合唱部

1年　男子 3名
　　 女子21名
2年　男子 6名
　　 女子20名
3年　男子 3名
　　 女子14名
　　　 計67名

白帆祭公演
小田原公演(劇団と抱き合わせ公演)
秋季高校生演劇大会
　湘南地区大会　最優秀賞
　神奈川県大会　最優秀賞
　関東大会　優良賞
スピンオフ作品・学年劇・追い出し公演
新入生歓迎殺陣劇
泉区公会堂テアトルフォンテ公演
　(ダンス・殺陣劇・1年生劇4作品・ストレート・
ミュージカル)

写真部

茶道部

華道部

食品栄養研究部

美術部

科学研究部

文芸部

吹奏楽部

全部員で基礎練習をしてから、練習やダンス・歌唱練習をします。基礎練
習のメニューがたくさんあるので、入部したてのときは、まずは覚えるこ
とから始めるので、初心者でも大丈夫です。その後公演に向けての演技練
習（立ち稽古）に入ります。演技の練習の裏では、全員で大道具や小道具
を作ったり、衣装を縫ったりします。ホールで公演するときは、照明や音
響の他にもパンフレットの制作なども行います。遠征や観劇の他、楽しい
企画もあり、活動は充実したものになっています。

お客様に喜んでもらえるような演劇を創るこ
と！
全国大会で最優秀賞からのＮＨＫ放映！

52名の大所帯ですから、意見が合わなかったり、議論で
大変な時もありますが、ふだんはとても仲良しです。毎
日一緒にいるので、先輩・後輩・同輩同士の絆は強く、
大人数で同じ目標に向かって励む充実感を共に味わいま
しょう。部員には演劇未経験者多数ですが、練習で演
技・歌・ダンスなど上手くなれます。様々な役割がある
ので、必ず自分に合った仕事があるはずです。さあ演劇
の世界に、思い切って飛び込んでみませんか？待ってい
ます！

https://youtu.be/5DKfdTaBV5I
https://youtu.be/5DKfdTaBV5I
https://www.instagram.com/ofunaplayers/
https://youtu.be/_jhdiUM_BxE
https://youtu.be/iIExMyC4M5o
https://youtu.be/HkP1eGZHRWs
https://youtu.be/xJ-VTS7Lzw4
https://youtu.be/AcAg1rFZgaM
https://youtu.be/jjhdPsrh73Q
https://youtu.be/__g6jqBuxMM
https://youtu.be/R8cij-EAsZ4
https://youtu.be/QyxrWAY6uww
https://www.pen-kanagawa.ed.jp/ofuna-h/seikatsu/seitokai/index.html


活動日 部員数 活動内容 目標 部員の声 中学生へひとこと 活動報告 動画URL

●・●・水・●・●・●・●

1年　男子 3名
　　 女子　名
2年　男子 1名
　　 女子　名
3年　男子 4名
　　 女子　名
　　　 計 8名

部員同士の対局が中心です。また、地域の上級者との指導対局もありま
す。年に数回行われる対外公式戦（個人戦および団体戦）にも参加してい
ます。

将棋を通して礼儀マナーや他者への気配りを身
につけること。部員同士の親睦を深めること。

初心者が多いので、棋力上位の部員が下位の部員に対局
を通して将棋の基本を教えたり、互いに棋力の向上を
図ったりしています。校外の大会に参加することで、他
校の強い生徒との交流や技術の向上ができるので、そう
いった対局を通して多くのことを学んでいます。

勉強との両立。というより勉強をメインに高校生活
を送りたいという人向けの部活です。活動日や活動
時間が短いので他部活との兼部も可能です。

全国高等学校総合文化祭将棋部門　　神奈川県予選
男子Ａ級　準優勝
第45回全国高等学校総合文化祭（和歌山大会）将棋
部門個人戦参加

https://youtu.be/gKeUs0wKwDs

月～金の中でバンド毎1回

1年　男子14名
　　 女子27名
2年　男子 4名
　　 女子13名
3年　男子 8名
　　 女子 7名
　　　 計73名

年間を通して活動していますが、6月に開催される文化祭でのライブが、
軽音楽部にとって最も大きなイベントです。4月に入部した一年生も含
め、部員全員でステージを盛り上げます。一般のスタジオから機材を借り
て行うので、本格的なライブハウスさながらの雰囲気です。文化祭以外に
も、他校との合同ライブや、新入生歓迎会でのステージ発表などがありま
す。

練習を通してバンドの結束を高め、校内ライブ
でお客様を楽しませる。

バンド毎の練習ですが、他の部員とも仲良くやっていま
す。やりたかった曲がバンドで完成した時はとてもうれ
しいです。ライブではお客様と盛り上がることができる
と大きな達成感が得られます。これから先、ライブの機
会を増やしていきたいです。

初心者でも心配はまったくありません。ぜひ、一緒
に頑張りましょう。

新入生歓迎会、白帆祭、柏陽江南大船合同ライブ、
かまろっく（夏季、冬季、春季）、6校合同ライブ、
4高合同ライブ

https://youtu.be/_cCKyZnsWxY

活動日 部員数 活動内容 目標 部員の声 中学生へひとこと 活動報告 動画URL

月・火・●・木・金・●・●

1年　男子　名
　　 女子10名
2年　男子 1名
　　 女子11名
3年　男子　名
　　 女子 2名
　　　 計24名

活動内容は漫画、イラスト、アニメーションです。
白帆祭（文化祭）では部誌（会誌）のほかに、ポストカード、本格的マシ
ンで自作した缶バッジなどを販売します

神奈川県高等学校美術展で入賞すること
4月から白帆祭（文化祭）までは展示・販売用のする作品
制作、 8月～11月は高校美術展への出品作、1月～3月は
新入生歓迎用映像作りにチャレンジしています。

ゆるくてなごやかな雰囲気です。活動日は自分で選
べるので、兼部したい人や習い事と両立したい人に
はお勧めの部活です。

・白帆祭で作品展示、缶バッチ、ラミネートカード
配布
・部誌作成（自己紹介号）

https://youtu.be/YE4uOTDZCQ8

 月　●　●　●　●　●　● 

1年　男子  名
　　 女子 1名
2年　男子  名
　　 女子 1名
3年　男子  名
　　 女子 1名
　　　 計 3名

週に1回だけの活動となりますが、皆で集まって、それぞれが好きな手芸
作品を作っています。白帆祭（文化祭）のときには、毎回趣向を凝らし、
テーマを決めて、自分たちの作品を展示しています。作品が仕上がって上
手に展示ができたときは、達成感があります！同好会なので、他の部活動
と兼部している部員が多くいます。

楽しく手芸の世界を広げていこう！

先輩・後輩の仲が良く、皆で楽しく、趣味の手芸を楽し
んでいます。同好会なので気楽に参加できると思いま
す。兼部OKです！手芸でこういうものが作ってみたいと
いう創作意欲が旺盛な方、ぜひ一緒に作りませんか？

かわいい小物など、おしゃべりしながら好きなもの
を一緒に作って、楽しみましょう！

白帆祭作品展示 https://youtu.be/JBodtG2ncpk

活動日 部員数 活動内容 目標 部員の声 中学生へひとこと 活動報告 動画URL

月・火・水・木・金・●・●

1年　男子 5名
　　 女子 2名
2年　男子 2名
　　 女子 2名
3年　男子 1名
　　 女子 1名
　　　 計13名

年間3回発行する「大船高新聞」の企画・立案・取材・編集・校正作業が
活動の中心ですが、不定期で号外として扱う「かわらばん」の企画・取
材・編集・発行もほぼ同様に行っています。その他、新入部員のスキル
アップのための夏季合宿講習会が県の新聞専門部によって、７月下旬の2
泊3日の日程で行われ、県内の新聞部の生徒との合同合宿に参加していま
す。また、6月と12月には、やはり県内新聞部の生徒が一同に集まる生徒
交流会にも参加しています。

神奈川県高校新聞コンクールでの上位入賞と８
月の全国大会への出場と出品をめざしていま
す。また、日々の活動や新聞作りを通して校内
の各部活動を応援し、特集記事では地域や世間
で話題になっている記事を地道に取材し、記者
としてのスキルの向上をめざします。

学年を越えて部員同士仲良く、時には厳しくお互いの取
材力や編集、構成力を高め合っています。現在部員数が
少なく、新聞の作成には苦労していますが「大船高新
聞」の伝統を引き継ぎ、新たな歴史を刻むために工夫し
ながら、頑張っています。

新聞作りのルールやノウハウを習得するまでは、
大変な事もありますが、完成した新聞や読者の
喜ぶ反応をみるととてもやりがいをかんじます。
是非、部室を訪ねてみてください。

第69回高等学校新聞コンクール佳作（県高文連会長
賞）
第43回全国高等学校総合文化祭（佐賀大会）出場
「大船高新聞第132号～135号」発行

https://youtu.be/YkDjsyNSXSg

月・●・●・木・●・●・●
（月水金はお昼の放送）

1年　男子 4名
　　 女子 2名
2年　男子 3名
　　 女子 5名
3年　男子 1名
　　 女子　名
　　　 計15名

文化祭、体育祭、新入生歓迎会など音響や照明を伴う行事では、裏方とし
て支えています。準備の時は帰るのが遅くなったり、朝が早かったりしま
すが行事がうまくいったときの充実感は大きなものです。お昼休みには、
週３回程お昼の放送をしています。また、映像作品を作り、大会にも出場
しています。

高校生生活をより楽しいものにできるように頑
張る！

行事の時は忙しいこともありますが、みんなで力を合わ
せて頑張っています。

みんな仲良くやっています。興味のある人、入って
ね！！

校内放送、学校説明会、体育祭などの学校行事 https://youtu.be/BlJjb3-tiAY

活動日 部員数 活動内容 目標 部員の声 中学生へひとこと 活動報告 動画URL

不定期

1年　男子　名
　　 女子 1名
2年　男子　名
　　 女子 2名
3年　男子　名
　　 女子 3名
　　　 計 6名

大船・鎌倉中心に活動しています。「放課後かまくらっ子」や、さまざま
な地域のお祭り、JAXA[宇宙教室」のお手伝いなど行ってきました。ま
た、PTA主催の花壇整備・学校説明会のお手伝いなども行っています。

ボランティア活動を通して、幅広い年齢の方と
のコミュニケーション能力を伸ばしたり、思い
やりの心や主体性を育む

今後も活動の幅を広げていきたいと思っています。
気軽に参加出来るアットホームな部活です。興味の
ある方はぜひ声をかけてください！

鎌倉市「放課後かまくらっ子」お手伝い
JAXA[宇宙教室」お手伝い
校内花壇整備お手伝い
今泉さわやかセンターフェスティバルお手伝い
あおぞら園夏祭りお手伝い
学校説明会お手伝いなど

https://youtu.be/ui_PvuQrGMk

月・火・●・木・金・●・●

1年　男子　2名
　　 女子　8名
2年　男子　2名
　　 女子　8名
3年　男子　0名
　　 女子　4名
　　　 計 24名

週4回の活動で競技かるたの技術を磨きます。土日を利用して他校との練
習試合や大会出場も行っており、より高いレベルを目指して、日々活動し
ています。

昇級すること　（個人）
夏大会での勝利　（全体）

部員同士仲良く、毎日まじめに練習しています。 本当に楽しいです。男子も大大大募集！
総合文化祭競技かるた部門　参加
県高等学校小倉百人一首かるた選手権大会　参加

https://youtu.be/flO5lcrgMp4競技かるた部

囲碁将棋部

軽音楽部

放送委員会

ボランティア
同好会

手芸同好会

新聞委員会

イラスト部

https://youtu.be/gKeUs0wKwDs
https://youtu.be/_cCKyZnsWxY
https://youtu.be/YE4uOTDZCQ8
https://youtu.be/JBodtG2ncpk
https://youtu.be/YkDjsyNSXSg
https://youtu.be/BlJjb3-tiAY
https://youtu.be/ui_PvuQrGMk
https://youtu.be/flO5lcrgMp4

