
場　所 時　間

硬式野球 55 週６日 過去　甲子園夏9回・春６回 「甲子園で勝つ」
本気で甲子園を目指して全力でプレーでき

る選手はぜひ。マネージャーも募集。

グラウンド

北側
9:00－17:00

軟式野球 32 週６日
過去　全国優勝３回・国体優勝２回

昨年　東海大会準優勝３回
「全国出場」

全国大会出場を目指しながら人間性も磨くことが

できます。一緒に軟式野球を極めましょう。

グラウンド

南側
東海大会出場中

男子

バスケットボール
31 週６日

過去：県優勝４回、準優勝４回

昨ｼｰｽﾞﾝ： 新人戦中部地区優勝 、総体県６位

「中部ﾍﾞｽﾄ４以上、

　県ﾍﾞｽﾄ８以上」

バスケが好きで高いレベルを目指して頑張

りたい人はぜひ。
体育館２階 8:30-12:30

女子

バスケットボール
11 週6日

過去：全国総体準優勝1回、全国選手権４位

昨ｼｰｽﾞﾝ:新人戦中部地区ﾍﾞｽﾄ8 、総体県7位
県ﾍﾞｽﾄ４

バスケが好きで自分を成長させるために頑

張れる人を募集します。
体育館２階 9:00-13:00

女子

バレーボール
11 週６日

静岡県高校総体準優勝

春高静岡県予選ベスト１６
県ベスト８以上

バレーが好きで、人としても成長したいと

考える選手を募集します。
体育館２階 8:30-12:30

男子

ソフトテニス
11 週６日

高校総体　団体県ベスト４　個人ベスト８

国体予選　県大会優勝
　全国大会出場

ソフトテニスを通して成長したい人、本気

で全国大会を目指す人を募集します。
テニスコート 8:30-16:30

女子

ソフトテニス
26 週6日

全国総体個人１ペア出場・東海総体団体出場・個

人５ペア出場

「インターハイで勝

つ」

一人ひとりが声を出し、明るいチームで

す。
テニスコート 9:00-17:00

卓球 16 週5日 県大会中部地区予選大会出場 個人・団体　県出場
新チームは1年生だけのチームです。自ら練

習メニューを工夫して活動しています。
体育館１階 10:00~13:00

バドミントン 28 週６日 個人　県大会出場　団体　県ベスト８ 個人・団体　県出場
一人ひとりが一生懸命練習に取り組んでい

ます。初心者も大歓迎です。
田町小体育館 9：00～14：00

サッカー 54 週６日 県大会出場　過去　新人戦県ベスト16 県ベスト８以上
支えてくれる方々に感謝を持ち、「一体

化」をコンセプトに活動しています。
河川敷 11:00~13:00

弓道 52 週６日 個人・団体県大会出場
「団体市内５位以内

　個人県大会出場」

９割が高校生から始めている競技です。自

分の頑張り次第で良い成績を残せます。
弓道場 9:00－12:30

柔道 3 週２日 県大会中部地区予選大会出場 最後まで頑張る 部員募集なし（廃部予定）

水泳 17 週6日
全国大会（インターハイ・ジュニアオリンピッ

ク）

リレー・個人

全国大会出場

明るく全力で東海大会、全国大会を目指し

ています。
熱海遠泳大会

遠征のため

不在

陸上競技 24 週6日 ４年連続東海大会出場・県大会出場者多数
県大会出場率100％

駅伝県ベスト８

経験者・未経験者・マネージャー大歓迎。

「走・跳・投・歩」新しい挑戦ができます。
河川敷 10:00~13:00

応援団 13 週5日
野球部応援、音楽・チア部とのイベント参加、応

援団フェスティバル出場
全力応援

頑張る人を全力応援します。高校時代しか

できない活動を精一杯しています。

視聴覚室

河川敷
10:30－13:00

チアリーディング 23 週6日 USA Nationals2022（チアダンス全国大会）出場 全国大会でも攻める
チアスピリッツで静岡商業高校を元気にしよう。他の公

立高校にはない部活動で君も輝こう！
体育館1階 ９：００～１３：００
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音楽 29 週6日 定期演奏会、地域のイベントに出演、コンクール
聞いている人を元気

にできる音楽を作る

クラシック・マーチング・アニソン・歌謡曲など

様々な音楽をやります。初心者も大歓迎！
音楽室 9:00~13:00

簿記会計 20 週５日
新人戦  1年･優勝

実務競技会　東海大会出場

「上級の資格合格

　全国大会出場」

簿記の授業でリードできる。多くの資格が

取得できる。雰囲気は和やかです。

書道 21 週２日
地域貢献活動、書道パフォーマンス大会参加、書

作展出展

書道による地域貢献、パフォーマン

スによる書道文化の振興

礼儀・礼節を重んじ、他者の幸せのために何か行動した

いという方は是非いらしてください。

華道 12 週１日 文化祭で作品を展示する。
花を愛し、季節感を

感じる。

花が好きだなと思う人はぜひ来てくださ

い。

茶道 34 週１日
文化祭でお点前を披露する。　お茶とお菓子で来

場者をもてなす。

茶道の作法を学び、

お茶を楽しむ。

日本の伝統文化である茶道の作法を学ぶ。

季節の和菓子と抹茶をいただいています。

情報処理 34 週５日 第3３回全国商業高校情報処理競技会　団体５位 「全国大会優勝」
資格がたくさん取得できる。月１回ボランティア

で高齢者にパソコンを教えています。

美術 13 週３日
全国大会出場、中部展特選

RADデザイングランプリ学校賞高校の部金賞

ｱｰﾄ＆ﾃﾞｻﾞｲﾝ活動による地

域貢献、技術力の向上

校外活動にも積極的に取り組んでいます。描くこ

と・作ることが好きな人はぜひ！

南館３階

美術室
9:00－16:00

文芸 23 週１日
R2,R3年度全国高校生総合文化祭俳句部門出場。

R3年度全国高校生俳句大賞３名入選。

俳句を詠むことをとおして

感性を磨く。

文化祭では写真俳句作品を展示しています。週１

回なので、必ず出席できる人。

家庭 30 週２日
鉄板焼き甲子園等各種コンクールへの出品。

文化祭での手芸作品展示・販売。

生活をより豊かにする知

識・技術の習得

ミシンや編み物等、細かい作業を行うこと

が好きな人はぜひ見学に来てください。
被服室 11:00~13:00

ビジネス探究

（ワープロ班）
34 週５日 昨年、英文・日本語共に東海大会出場

「英文・日本語両方

　東海大会出場」

10分間で打てる文字数を競う競技です。短時間の

活動で学業との両立がしやすいです。

ビジネス探究

(地域活性化班）
2 週5日

今年度４月より新しくスタート。現在部員は１年

生のみ。様々なイベントに出店し、オリジナル企

画の商品の販売をしたり、ビジネスの研究活動を

行ったりする。

静岡県生徒商業研究

発表大会の優勝

イベントに出店し、

地域から学ぶ。

人と接するのが好きで「ありがとう」と言われる

活動を積極的にしたい人。経営者や職人等からリ

アルなビジネスの学びを通して自分の強みを発揮

し成長したい人、ぜひ。

本館4階

東側パソコン室

(PC4.1）

9:00-17:00

当日活動無し

当日活動無し

当日は、帳簿記入の体験授業

のサポートをしています。

当日は、パソコンの体験授業

のサポートをしています。

本日は、パソコンの体験授業のサ

ポートをしています。

当日活動なし

当日活動なし
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