
 
 

 

雲南市立掛合中学校 部活動に係る活動方針 
      

１．基本方針 
（１）生涯学習の観点に立って、様々な体験、成果の場を通して、喜びと充実感を 

味わうことで、豊かな人間形成に役立てる。 
（２）学年の枠を越えた集団活動を通して協調性・指導性を育成し、生徒同士、指 

導者との厳しくも温かみのある人間関係を育成する。 
（３）学校教育活動の一貫として行い、個性・特技の伸長、幅広く深い知識や技能 

の習得を通して、向上心と耐性を養う。 
                                      
２．本年度の部活動 
（１）設置部活動 
   常設部 

野球部、柔道部、バレーボール部（女子）、吹奏楽部 
   季節部（大会やコンクールがある時期に活動をする） 
    陸上部、相撲部（男子）、掛合太鼓 jr． 
（２）活動時間・休養日等 
   ①活動時間 平日２時間程度、週末・祝祭日・長期休業中３時間程度 
   ②休養日  原則平日は週１日、週末毎月２日（うんなん家庭の日を含む）、 

閉庁期間中、定期テスト前、合計年間１１０日程度 
※うんなん家庭の日と大会等が重なる場合は、他の土曜日か日曜日      
に振り替える 

③その他  定期テスト前は原則として、中間テストは５日前、期末テストは 
      ７日前より活動休止期間とする 

通常の活動終了時刻 

月 ４月～ １０月（新人戦後）～ １１月（文化祭後）～ 
２月（期末テスト後）～

３月末 

活動終了時刻 １８：１５ １７：４５ １７：１５ １７：４５ 

完全下校時刻（ＳＢ） １８：３０ １８：００ １７：３０ １８：００ 

※総体・新人戦のある週の月曜日は、職員会を休止し部活動の時間を確保する。 
 ※部活動延長期間は、6月市総体・10月市新人戦大会・12月アンサンブルコンテスト 

2週間前より設ける。6月市総体前は短縮時程及び 15分の活動延長（18:45終了
19:00完全下校）により行うが 10月新人戦、12月アンサンブルコンテストは日没時
間の関係から、短縮時程のみによって行う。 

（３）大会・コンクール、練習試合、遠征、合宿参加について 
   ①中体連・県吹連主催、共催、後援の大会・コンクールに参加する 
   ②その他の大会等については校長が許可したもの 
 
３.部活動運営について 
  （１）各部とも部での活動だけでなく、生活全般について主体的に取り組めるよう 

に指導していく。 
（２）事故・傷害が発生した場合、速やかに応急処置を行い、適切な医療機関で手 

当てを受けさせる。同時に保護者への連絡を速やかに行う。傷の大小にかか 
わらず管理職に連絡をすること。 

（３）毎月の活動計画を作成し、部員、保護者へ渡すこと。変更がある場合も保護 
者への連絡を確実に行うこと。 
(職員室前の連絡黒板横に計画表１部を掲示する。) 

  （４）新入生の入部については、強制ではなく活動希望者の意志により決定する。                   



方針・目標

・部活動を通して、生徒の豊かな「人間形成」に役立てる。具体的には、協調性や指
導性等を育て、望ましい人間関係を主体的に学ばせる。また、向上心や耐性を育て
る。
・部活動を通して、生徒の「自立」に役立てる。

令和元年度　雲南市立掛合中学校野球部　年間活動計画

部員数   １３名（１年生４名、２年生６名、３年生３名）

顧　問 兼本圭介、加藤春生

通常活動日 火・水・木・金・土・（日）

通常休養日 月曜日、第３日曜日等、年間１１０日程度の休養日をつくります。

活動時間等
・休日の活動時間
　　８：３０～１２：３０（準備や片付け、休憩の時間を含む）
・定期テスト前の活動中止期間は原則として次のように設けています。
　　中間テスト‥‥５日前より　　　　　期末テスト‥‥７日前より
・その他、生徒の健康に留意し、休養日を設定します。
・部活動延長期間は、６月市総体・１０月市新人戦大会・１２月アンサンブルコンテスト前の２週間。
・６月市総体前は短縮時程及び１５分の活動延長（１８：４５分終了１９：００完全下校）をします。

・１０月新人戦、１２月アンサンブルコンテストは日没時間の関係から、完全下校時刻は変わりません。

特記事項
・吉田中と合同チーム
・現地集合・解散とスクールバス

通常活動場所 平日・・本校校庭、休日等・・吉田中グランド

年間活動予定

月 活動計画（参加大会等） その他・研修会等

年間活動計画

活動開始時刻は、１６：３０からです。終了時刻は次の通りです。 

 ４月～ １０月（新人戦後）～ １１月（文化祭後）～ 
２月（期末テスト後） 

～３月末 

活動終了時刻 １８：１５ １７：４５ １７：１５ １７：４５ 

完全下校時刻

（ＳＢ） 
１８：３０ １８：００ １７：３０ １８：００ 

 

４月 軟野連大会（支部予選→ブロック大会→県大会）   【軟式野球連盟】 

   ５月 雲南中学校野球大会                          【雲南市体育協会】 

５月 出雲地区中学校野球大会                         【中学校体育連盟】※ 

   ６月 県中学校優勝野球大会雲南市・飯南町予選     【中学校体育連盟】※ 

   ７月 県中学校優勝野球大会                           【中学校体育連盟】※ 

   ８月 中国大会、全国大会                             【中学校体育連盟】※ 

   ８月 軟野連大会（支部予選→ブロック大会→県大会）   【軟式野球連盟】 

  １０月 新人野球大会                  【中学校体育連盟】※ 

  １１月 県中学校新人野球選抜大会          【選抜大会実行委員会】 

   ※大会は、移動用のバスが配車されます。 

今年度の日程 

 ・軟野連大会雲南支部予選（明石球場）        ４月２０・２１日（土・日） 

・雲南中学校野球大会（木次球場）          ５月  ２・３日（木・金） 

   ・出雲地区中学校野球大会（安来市）         ５月１４・１５日（火・水） 

  ・県中学校優勝野球大会雲南市・飯南町予選（加茂球場）６月１２・１３日（水・木） 

  ・県中学校優勝野球大会（益田市）          ７月２４～２７日（水～土） 

  ・軟野連大会雲南支部予選（頓原球場）          ８月１８・２４日（日・土） 

  ・雲南市・飯南町新人野球大会（大東球場）     １０月  ２・３日（水・木） 



4/28
5/3

6/12、13
7/20～21
9/初旬
10/2

11/中旬
2/上旬
3/上旬

県中学バレーボール大会
大東よいとこカップ
雲南市･飯南町総体
県総体
UIカップ
雲南市･飯南町新人大会
出雲地区大会
ホタルカップ
ペンギンカップ

合同練習会、合宿にも参加しま
す

特記事項

通常活動場所 掛合中体育館

年間活動予定

月日 活動計画（参加大会等） その他・研修会等

通常活動日 火～金、土、日（うんなん家庭の日は除く）、祝日

通常休養日 原則平日は月曜日、週末毎月２日（うんなん家庭の日を含む）

通常活動時間

平日２時間程度、週末・祝祭日・長期休業中３時間程度
但し、総体・新人戦のある週の月曜日は、職員会を休止し部活動の
時間を確保する。（６月総体前は活動を１５分延長し、１８時４５分
までとする）

方針・目標
・技能の習得とともに、マナーや仲間を大切にすることなど、豊かな人間
形成を目指し活動する。
・目標や目的を決めて、自主的、自律的な活動を行う。

令和元年度　バレーボール部年間活動計画

部員数 １８名（１年生７名、２年生５名、３年生６名）

顧　問 瀬尾洋子、今岡寿昭

年間活動計画



方針・目標
・技能の習得だけでなく、相手を尊重することや仲間を大切にすることな
ど、豊かな人間形成を目指し活動する。
・目標や目的を明確にし、生徒主体の活動を行うことで自立を促す。

令和元年度　柔道部年間活動計画

部員数 ２２名（１年生１０名、２年生７名、３年生５名）

顧　問 中嶋晋也、吉田明美、福田沙希

通常活動日 火～金、土、日（うんなん家庭の日は除く）、祝日

通常休養日 原則平日は月曜日、週末毎月２日（うんなん家庭の日を含む）

通常活動時間

平日２時間程度、週末・祝祭日・長期休業中３時間程度
但し、総体・新人戦のある週の月曜日は、職員会を休止し部活動の
時間を確保する。（６月総体前は活動を１５分延長し、１８時４５分
までとする）

4/13～14
5/3～4
5/11
6/12

7/20～21
9/初旬
9/23
10/2
11/10
1/下旬
2/上旬
3/上旬

濵岡杯柔道選抜三瓶大会
しらさぎ中学生柔道大会
出雲地区大会
雲南市･飯南町総体
県総体
県武道振興大会
大田市柔道大会
雲南市･飯南町新人大会
雲南柔道大会
柔道三隅大会
日立金属杯柔道大会
雲州平田柔道大会

合同練習会、錬成会、合宿にも
参加します

特記事項

通常活動場所 掛合中柔道場

年間活動予定

月日 活動計画（参加大会等） その他・研修会等

年間活動計画



方針・目標

①部活動と学習の両立を目指し、時間を上手に使い、自己管理ができるよ
うになる。
②仲間を大切にし、協力しあい、よりよい音楽をめざし努力をする。
③支えてくださる方々に感謝しながら、日々の練習に取り組み、その成果
を発揮できるように取り組む。

令和元年度　吹奏楽部年間活動計画

部員数    １６名（１年生５名、２年生６名、３年生５名）

顧　問 坂本由美子　　高見聖子　　高橋典子

通常活動日 火曜日から金曜日までの毎日。土、日曜（第３日曜日を除く）、祝日。

通常休養日 月曜日、第３日曜日

通常活動時間
（平日）終礼後から完全下校１５分前まで

（休日）８：００～１２：１５　一日練習の場合は原則１５時まで。

5

６

７

８

１２

１

中部地区吹奏楽祭（出雲市民会館８日）
雲南市小中連合音楽会（ラメール１１
日）

バンドフェスティバル（ラメール１５
日）

吹奏楽コンクール県大会（出雲市民会館
２日）

アンサンブルコンテスト（安来２１or２
２日）

バンドミーティング（ラメール）

楽器別クリニック（２５日）
鑑賞事業（２６日）

バンドクリニック

ホール練習

特記事項

通常活動場所 音楽室など

年間活動予定

月 活動計画（参加大会等） その他・研修会等

年間活動計画

＊この他にも、講習会や地域の
行事への参加などがあります。
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