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文化系部活動も活躍しています︕男子
バドミントン部

女子
バドミントン部

陸上部 駅伝部

部長　金城　羽音
（西崎中学校出身）

部長　大城　柚葉
（東風平中学校出身）

　僕達は県で団体優勝を
目指して練習に取り組ん
でいます。基本的に週に
1日はオフがあります。
部員の中には特進クラス
の生徒もたくさんいるの
で、時間を有効的に使っ
て勉強しています。糸満
高校は何事にも皆で一致
団結して協力し合える学
校です。自分もその一員
として毎日充実した学校
生活を送れています。

　私達は団体、個人共に
県優勝とベスト４以上を
目指して日々練習に励ん
でいます。週に2日は朝
勉をしています。テスト
期間中には朝勉を毎日行
い、チームメイトと教え
合いをしながら文武両道
を目指しています。糸満
高校は部活と勉強の両立
ができ、友達もたくさん
できてとても楽しい学校
生活を送ることができま
す。

部長　具志堅　春樹
（玉城中学校出身）

部長　長浜　真衣
（潮平中学校出身）

　チーム全員が南九州大会
に出場することを目標に
日々練習に励んでいます。
木曜日と日曜日は基本的に
休みで、自主練等を取り入
れながら、コンディション
を整えます。日頃から挨拶
や報告・連絡・相談といっ
た基本的なことをしっかり
行っています。勉強にも真
面目に取り組み、高いレベ
ルで文武両道を果たし、全
力で何事にも取り組める糸
満高校に入学して良かった
と心から思います。

　県大会で優勝して、全国
大会（都大路）に出場する
ことを目標に、基本週７日
毎日練習しています。今年
度は、3人が南九州大会に
出場することができまし
た。糸満高校に来て良かっ
たと思うことは、同じ志を
もった仲間と、切磋琢磨し
ながら部活動生活に取り組
めることです。勉強もそれ
ぞれが工夫して両立を図れ
ています。毎日が充実して
います。

女子ソフト
ボール部

部長　冨里　かりな
（西崎中学校出身）

　ベスト４の壁を突破して
優勝することが私達の目標
です。月曜日はオフでそれ
以外は練習をします。勉強
に関しては、わからないこ
とは授業中に先生に質問
し、放課後は思う存分部活
に打ち込みます。糸高ソフ
ト部はとても楽しくて、か
わいい後輩、優しい先輩、
愉快な仲間達と毎日充実し
た部活動生活をおくること
ができます。糸満高校に来
て本当に良かったです。

美術部

部長　玉城　彩音
（糸満中学校出身）

　私達は日々の個人制作を
中心に、県スケッチ大会、
高文祭の2大大会での入賞
を目指して活動していま
す。基本的に月～金曜日の
放課後、美術室で自由に作
品制作に取り組めるので、
自分でスケジュール管理を
しながら勉強や家のことと
の両立ができます。部員の
モチベーションが高いの
で、お互いの作品講評や各
種コンクールに向けての取
組みも真剣です。糸高なら
ではだと思います。

吹奏楽部

部長　池原　梨々花
（潮平中学校出身）

　私達は日々個人の技術
面スキルアップと高いレ
ベルの演奏を目指して練
習に励んでいます。木・
日曜日がオフで、勉強と
の両立も可能です。校内
行事での演奏はもちろん
のこと、地域行事にも積
極的に参加して、貴重な
体験を積むことができま
す。部活動を通して、色々
な方と交流できること、
皆と勉強も部活も頑張れ
ることが糸高に来て良
かったと思う点です。

ダンス部

部長　惣慶　栞
（潮平中学校出身）
　私達は県大会優勝して派
遣を勝ち取ることを目標に
日々練習に励んでいます。
水・日曜日は基本的にオフ
で、テスト1週間前からは
試験休みになり、勉強にも
集中して取り組めます。部
員数が約100名いるので、
それぞれパートに別れて切
磋琢磨して練習に取り組み
ます。高いパフォーマンス
で校内外の行事を盛り上げ
ます︕先生と生徒が一丸と
なって盛り上がり、全力で
楽しめることが糸満高校の
良さです。

合唱部

部長　新垣　諒佳
（西崎中学校出身）
　私達は県大会で入賞し
て九州派遣を目指すべく
活動しています。大会前
は活動日が増えますが、
普段は基本的に月・木曜
日が練習日です。なので、
個人レッスンや自分の時
間の調整が可能です。大
会だけではなく、地域の
行事参加や他校との合同
練習・活動があり、様々
な経験ができます。

科学部

部長　平良　啓太
（潮平中学校出身）

　私達は科学作品展でのポ
スター発表、パワーポイン
ト発表に向けて、研究や論
文の作成を行っています。
活動日は基本的に週3日で、
放課後化学室で活動してい
ます。テスト期間中は活動
は休みになり、テスト勉強
もしっかり取り組めます。
糸満高校はやりたいことを
やれる、なにごとも両立で
きる良い環境だと思いま
す。
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書道部

美術部

科学部 ダンス部

クッキング同好会 将棋同好会 かるた同好会

ボランティア同好会

軽音楽同好会

放送部

茶道部
男子バスケットボール部 女子バスケットボール部 男子バレーボール部 女子バレーボール部

男子サッカー部 女子サッカー部柔道同好会 空手同好会

男子ハンドボール部 女子ソフトテニス部 ウエイトリフティング部

女子バドミントン部

男子バドミントン部

男女卓球部

生徒会執行部

男子硬式テニス部

女子ハンドボール部

水泳部

男子ソフトテニス部

生徒会長より糸高の魅力アピール

糸満高校は1人1人がやりたい事に向かって全力を尽くす学校で

す！スポーツを頑張るのもよし、勉強に励むのもよし、文化的活動

に没頭するのもよし、きっとあなたに合う糸高生活を見つけられ

ると思います！一緒に楽しい糸高ライフをエンジョイしましょう！
生徒会長　長嶺  葵
（兼城中学校出身）

＊自転車同好会

文芸部
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