文化部 実績
管弦楽部（吹奏楽部・弦楽部）
2009、2011、2013～2016 年度 日本管楽合奏コンテスト全国大会出場（うち最優秀賞３度）
2018 年度 日本学校合奏コンクール グランドコンテスト全国大会 銀賞
2021 年度 全国高等学校選抜オーケストラフェスタ 出演
2008、2010～2014、2016～2018、2020～2021 年度 日本ジュニア管打楽器コンクール本選考会
金賞 銀賞 銅賞 入選
2013、2016、2019～2021 年度 全日本中学生・高校生ソロコンテスト全国大会 優秀賞 審査員賞
2013、2018、2020 年度

日本クラシック音楽コンクール全国大会 第 1 位 第 2 位 第 3 位 第 5 位

2013、2016、2019～2021 年度 KOBE 国際音楽コンクール 本選 最優秀賞 優秀賞
2013 年度 JETA 学生コンクール本選 ユーフォニアムジュニア部門 第 1 位
2018 年度 くらしき国際サクソフォーンコンクール高校生部門 第 3 位
2020 年度 学生吹奏楽コンクール・オンライン全国大会 第 2 位 第 3 位
2020 年度 第 1 回全日本学生国際ソロコンクール本選 優良賞
2008～2019 年度 関西吹奏楽コンクール 金賞
2020～2021 年度 関西アンサンブルコンテスト 金賞 銀賞
2007、2010～2013、2016、2020～2021 年度 兵庫県アンサンブルコンテスト 金賞
2008～2019 年度 兵庫県吹奏楽コンクール 金賞
2007、2009～2011、2013～2019 年度

県代表 （うち最優秀賞 10 度）

アマチュア管楽器コンクールソロ部門 金賞 兵庫県知事賞

2007～2016 年度 須磨学園創立記念コンサートにおいて大阪交響楽団と共演
2017～2019 年度 須磨学園創立記念コンサートにおいて兵庫芸術文化センター管弦楽団と共演
2018 年度 NHK ラジオ出演
2008 年度 五井平和財団フォーラムで招待演奏 渡辺貞夫氏と共演
2020 年度 Greatest Kid’s Talent in Akashi 視聴者賞

美術部
2011 年度 明石市立文化博物館「放浪の天才画家

山下清展」鑑賞会・ワークショップ参加

2011 年度 「第七回越前大野感性はがき展」特別賞
2011 年度 「天使のイラストコンテスト」準入選
2009、2010、2011、2012 年度 「年賀状コンクール」チーム応募
2011 年度 「第 84 回兵庫県小・中高校絵画展」入選
2011、2012 年度「兵庫県私学総連合美術展」入選
2012 年度 「ウエストユースコンペティション vol,10 コミックイラスト部門」入選
2012 年度 「JAPAN POST ニューイヤーカードコンテスト」ベスト 40
2012 年度 「旅するムサビ」プロジェクト参加
2012 年度 第 52 回兵庫県私学総連合美術展 入選
2017 年度 第 57 回兵庫県私学総合連合会美術展入選
2017 年度 第 7 回大阪成蹊全国アート＆デザインコンペディション入選

2018 年度 第 58 回兵庫県私学総合連合会美術展入選
2018 年度 第 58 回兵庫県私学総合連合会美術展優秀賞
2018 年度 アートフェスティバル２018 入選
2018 年度 河原デザイン画コンテスト入選
2021 年度 拓殖大学 工学部 ORANGE CUP 2021 -アイデアのタネコンテスト 審査員特別賞

イラスト部
2012 年度 兵庫県高校総合文化祭 参加
2012 年度 「第 34 回くらしの絵とデザイン展」特選、兵庫県私学総連合会長賞
2012 年度 「旅するムサビ」プロジェクト参加
2017 年度 第 7 回大阪成蹊全国アート＆デザインコンペティション入選
2018 年度 アートフェスティバル 2018 特選
2018 年度 第 7 回大阪成蹊短期大学高校生ファッションデザイン画コンテスト入選

ハンドベル部
1990～2011 年度 神戸阪急チャリティーコンサート出演
1999～2015、2017 年度

あしながレインボーハウス クリスマスの集い出演

2009～2018 年度 板宿商店街クリスマスコンサート出演
2011 年度 ビバタウン板宿オータムフェスタ出演
2011 年度 神戸阪急ありがとうコンサート出演
2012、2014 年度 関西ハンドベルフェスティバル出演
2012～2018 年度 神戸ハーバーランド umie チャリティーコンサート出演
2013、2014 年度 神戸ハーバーランド umie クリスマスツリー点灯式出演
2013 年度 神戸ハーバーランド umie バレンタインコンサート出演
2014 年度 神戸ハーバーランド umie アニバーサリーコンサート出演
2014 年度 第 5 回たるみっこ防災ひろば出演
2014 年度 板宿商店街いたやどフェア出演
2014 年度 神戸市立森林植物園イルミネーション点灯式出演
2016 年度 流通科学大学イルミネーション点灯式
2018 年度 朝霧校区敬老会出演
2020 年度 神戸ハーバーランド umie チャリティーコンサート出演
2021 年度 板宿商店街クリスマスチャリティーコンサート出演
2021 年度 サンテレビジョン情報番組「キャッチプラス」生中継出演

ギター部
2007 年度 音楽甲子園 関西地区 7 位 最優秀歌曲賞
2008～2010 年度 音楽甲子園 一次予選突破
2011 年度 音楽甲子園 入選
2014～2015 年度，2017～2018 年度 秋華祭（コミスタこうべ）出演

2013 年度～2019 年度 兵庫県私学連合音楽会 出演
2021 年度 板宿商店街クリスマスチャリティーコンサート出演

放送部
ＮＨＫ杯全国放送コンテスト兵庫県大会 佳作
兵庫県高等学校総合文化祭放送コンクール 佳作
兵庫県総合文化祭放送文化部門 アナウンス部門奨励賞

数学研究部
2018 年度 数学・理科甲子園ジュニア 2018 予選通過

理科研究部
2007 年度 数学・理科甲子園 敢闘賞
2008～2009 年度 数学・理科甲子園 準優勝
2012 年度 数学・理科甲子園 本戦出場（予選成績：兵庫県 6 位）
2019 年度 数学・理科甲子園 2019 奨励賞（チャレンジマッチ）
2019 年度 第 6 回 生物多様性シンポジウム（神戸市） ポスター発表
2012～2019 年度 青少年のための科学の祭典神戸会場大会 奨励賞
2019 年度 第 15 回共生のひろば ポスター発表
2020 年度 第 16 回共生のひろば ポスター発表
2020 年度 神戸大学サイエンスショップ 高校生・私の科学研究発表会 兵庫県生物学会奨励賞
2020 年度 第 62 回日本植物生理学会 高校生生物研究発表会 ポスター発表

コンピュータ部
2019、2020 年度 パソコン甲子園 予選出場
2019、2020 年度 PG BATTLE 予選出場
2021 年度 プログラミング共通テスト受験

茶道部
兵庫県高等学校茶道研鑽会

奨励賞

鉄道研究部
2014 年度 第６回全国高等学校鉄道模型コンテスト 審査員特別賞
2018 年度 第 10 回全国高等学校鉄道模型コンテスト ベストムービー賞

将棋部
2012 年度 第 40 回兵庫県高等学校将棋選手権大会個人戦Ｂ級 第 3 位
2012 年度 第 36 回兵庫県高等学校総合文化祭将棋部門個人戦Ｂ級 準優勝，第 5 位
2013 年度 第 37 回兵庫県高等学校総合文化祭将棋部門個人戦Ｂ級 第 3 位
2014 年度 第 42 回兵庫県高等学校将棋選手権大会団体戦 第 4 位

2014 年度 第 42 回兵庫県高等学校将棋選手権大会個人戦Ｂ級 優勝
2015 年度 第 43 回兵庫県高等学校将棋選手権大会団体戦 ベスト 8
2015 年度 第 43 回兵庫県高等学校将棋選手権大会個人戦Ｂ級 第 4 位
2016 年度 第 29 回兵庫県高等学校将棋竜王戦大会女子の部 準優勝
2016 年度 第 40 回兵庫県高等学校総合文化祭将棋部門個人戦女子の部 準優勝
2016 年度 第 25 回全国高等学校文化連盟将棋新人大会個人戦女子の部 参加
2017 年度 第 45 回兵庫県高等学校将棋選手権大会個人戦女子の部準優勝
2017 年度 第 30 回兵庫県高等学校将棋竜王戦大会Ｂ級ベスト 8，女子の部第 3 位
2017 年度 第 41 回兵庫県高等学校総合文化祭将棋部門個人戦Ｂ級第 3 位，ベスト 8，
女子の部準優勝
2017 年度 第 41 回兵庫県高等学校総合文化祭将棋部門団体戦第 9 位
2017 年度 第 37 回近畿高等学校総合文化祭将棋部門個人戦女子の部Ａ級優勝
2018 年度 第 46 回兵庫県高等学校将棋選手権大会個人戦女子の部優勝
2018 年度 第 31 回兵庫県高等学校将棋竜王戦女子の部優勝
2018 年度 第 42 回兵庫県高等学校総合文化祭将棋部門個人戦Ａ級第 4 位入賞
2018 年度 第 42 回兵庫県高等学校総合文化祭将棋部門団体戦第 8 位
2019 年度 第 47 回兵庫県高等学校将棋選手権大会個人戦Ａ級ベスト 16，Ｂ級第 4 位，ベスト 8
2019 年度 第 32 回兵庫県高等学校将棋竜王戦大会個人戦Ａ級ベスト 16
2019 年度 第 43 回兵庫県高等学校総合文化祭将棋部門団体戦第 6 位，個人戦Ａ級ベスト 16
2020 年度 第 44 回兵庫県高等学校総合文化祭将棋部門団体戦第 13 位
2021 年度 第 48 回兵庫県高校将棋選手権大会団体戦準優勝
2021 年度 第 45 回全国高等学校総合文化祭将棋部門ベスト 16
2021 年度 第 41 回近畿高等学校総合文化祭兵庫県予選 A 級第 3 位
2021 年度 第 41 回近畿高等学校総合文化祭個人戦 S 級出場
2021 年度 第 45 回兵庫県高等学校総合文化祭個人戦準優勝
2021 年度 第 30 回全国高等学校文化連盟将棋新人大会出場

ESS 部
2018 年度 第 67 回チャーチル杯争奪全日本高等学校生英語弁論大会本選 第 4 位
2019 年度 第 68 回チャーチル杯争奪全日本高等学校生英語弁論大会本選 優勝、準優勝
2020 年度 第 9 回京都ノートルダム女子大学英語スピーチコンテスト 第 3 位
2020 年度 第 10 回京都ノートルダム女子大学英語スピーチコンテスト 第 3 位
2020 年度 第 35 回兵庫県英語スピーチコンテスト（神戸支部予選） 第 3 位
2020 年度 第 23 回兵庫県高校生英文エッセーコンテスト 第 2 位（優秀賞）
2020 年度 マロニエ賞 授賞
2020 年度

第 21 回須磨区青少年を地域で讃える賞 受賞

2021 年度 第 70 回チャーチル杯争奪全日本高等学校生英語弁論大会西日本予選 第 5 位
2021 年度 第 11 回京都ノートルダム女子大学英語スピーチコンテスト 第 3 位
2021 年度 第 36 回兵庫県英語スピーチコンテスト 第 5 位

軽音楽部
2017 年度 第 41 回全国高等学校総合文化祭 軽音楽部門 兵庫県予選 優秀賞
2019 年度 第 43 回兵庫県高等学校総合文化祭 軽音楽部門 兵庫県予選 優秀賞
2019 年度 第 43 回兵庫県高等学校総合文化祭 文化部合同発表会 出場

競技かるた部
2012 年度 第 44 回全国競技かるた女流選手権大会見学
2013 年度 第 63 回近江神宮全国歌かるた大会出場
2013 年度 第 10 回全国競技かるた兵庫大会出場
2014 年度 第 36 回全国高等学校小倉百人一首かるた選手権大会出場
2015 年度 第 98 回全国競技かるた大阪大会出場
2015 年度 第 65 回高松宮記念杯近江神宮全国競技かるた大会出場
2016 年度 第 38 回全国高等学校小倉百人一首かるた選手権大会出場
2016 年度 第 40 回全国高等学校総合文化祭兵庫県予選出場
2016 年度 第 13 回全国競技かるた兵庫大会出場
2016 年度 第 5 回おおつ光ルくん杯百人一首競技かるた団体戦出場
2017 年度 第 41 回全国高等学校総合文化祭兵庫県予選出場
2017 年度 第 39 回全国高等学校小倉百人一首かるた選手権大会出場
2018 年度 第 42 回全国高等学校総合文化祭兵庫県予選出場
2018 年度 第 40 回全国高等学校小倉百人一首かるた選手権大会（2 回戦進出）
2018 年度 第 42 回兵庫県高等学校総合文化祭小倉百人一首かるた部門大会出場
2018 年度 第 100 回全国競技かるた大阪大会出場（2 回戦進出）
2018 年度 第 68 回高松宮記念杯近江神宮全国競技かるた大会出場
2018 年度 第 48 回全国競技かるた松山大会出場（2 回戦進出）
2018 年度 第 49 回全国小・中学生競技かるた選手権大会出場
2019 年度 第 43 回全国高等学校総合文化祭兵庫県予選出場
2019 年度 第 41 回全国高等学校小倉百人一首かるた選手権大会兵庫県予選（団体戦県 7 位）
2019 年度 第 43 回兵庫県高等学校総合文化祭小倉百人一首かるた部門大会出場
2019 年度 小倉百人一首競技かるた第 42 回全国高等学校選手権大会（準優勝 1 名・第 4 位 2 名）
2019 年度 第 101 回全国競技かるた大阪大会出場（第 3 位）
2019 年度 藤原定家卿小倉百人一首撰定記念第 73 回全国競技かるた大会（第３位）
2019 年度 第 3 回おおつ光ルくんジュニアカップ 百人一首競技かるた団体戦（第 6 位・敢闘賞受賞）
2019 年度 第 69 回高松宮記念杯近江神宮全国競技かるた大会出場
2019 年度 第 27 回全国競技かるた益田大会出場
2020 年度 第 44 回全国高等学校総合文化祭代替大会出場
2020 年度 第 16 回全国高校生かるたグランプリ（近畿地区代表）
2020 年度 第 40 回近畿高等学校総合文化祭（奨励賞）
2020 年度 第 44 回兵庫県高等学校総合文化祭小倉百人一首かるた部門大会（第５位）
2020 年度 第 70 回高松宮記念杯近江神宮全国競技かるた大会（第３位）

2020 年度 第 51 回全国小・中学生競技かるた選手権大会出場
2020 年度 兵庫県民文化普及事業「ふれあいの祭典 兵庫短歌祭」
（佳作５名）
2021 年度 小倉百人一首競技かるた第 43 回全国高等学校選手権大会出場
2021 年度 第 45 回全国高等学校小倉百人一首かるた選手権大会兵庫県予選（団体戦県７位）
2021 年度 第 45 回兵庫県高等学校総合文化祭小倉百人一首かるた部門大会（第３位）
2021 年度 第 41 回近畿高等学校総合文化祭兵庫県予選出場
2021 年度 第４回飛騨・神岡短歌コンクール（入賞）
2021 年度 第１回競技かるた須磨千鳥初心者大会（優勝・準優勝）

合唱部
2017 年度～2020 年度 神戸ハーバーランド umie チャリティーコンサート出演
2021 年度 板宿商店街クリスマスチャリティーコンサート出演
2018 年度 NHK 全国学校音楽コンクール高校生フリー部門出場
2019 年度 NHK 全国学校音楽コンクール高校生部門奨励賞
NHK 全国学校音楽コンクール中学生部門奨励賞
2021 年度

NHK 全国学校音楽コンクール高校生フリー部門出場

写真同好会
第 42 回兵庫県高等学校総合文化祭写真部門神戸支部予選 ２点入選（作品名：
「笑顔」、
「青春」）
第 43 回兵庫県高等学校総合文化祭写真部門神戸支部予選 入選（作品名：「玄奥」）

