
 

 

 

 

 

 

 

目的 ・陸上競技を通して、より良い人格形成を目指す。 

・目標をもち、それに向かって努力をする心を育てる。 

・体力の向上を図り、生涯スポーツの礎となる活動とする。 

活動方針 ・自分の目標を明確にし、常に目的を達成するためにはどうしたらよいのかについて考え、

努力を続けていく。 

年間計画 主な内容 活動とねらい 

４月 

 

平日練習、休日練習、合同練習会 ・新入生入部 

・新入生が部活動に慣れるようサポートする。 

５月 

 

平日練習、休日練習、合同練習会 

市春季体育陸上競技大会 

・市春季大会に向けての活動 

 

６月 

 

平日練習、休日練習、合同練習会 

県春季体育陸上競技大会 

・上旬の県大会終了後は、総体に向けての課題克服を

中心とした練習を行う。 

７月 

 

 

平日練習、休日練習、合同練習会 

県通信陸上競技大会 

市総合体育陸上競技大会 

県総合体育陸上競技大会 

・県大会の市予選に向けての活動が中心。 

・３年生最後の大会で成果を出し切る。 

・県大会終了後は、１・２年生の新体制づくり。 

８月 

 

平日練習、休日練習、合同練習会 

関東中学校陸上競技大会 

全国大会 

ジュニアオリンピック最終選考会 

・長期休業中に、新部長を中心とした新体制での活動

を、軌道に乗せる。 

９月 

 

平日練習、休日練習、合同練習会 

市新人体育陸上競技大会 

・市新人大会に向けて練習試合中心の活動、後半は県

新人大会に向けての強化活動が中心。 

10月 

 

平日練習、休日練習、合同練習会 

県新人体育陸上競技大会 

・中旬までは県大会に向けての活動が中心。 

・県新人大会終了後は基礎練習と課題克服に向けた練

習に取り組む。 

11月 

 

平日練習、休日練習、合同練習会 ・継続的な基礎練習で、基本の定着を図る。 

・課題克服に向けた練習に取り組む。 

12月 

 

平日練習、休日練習、合同練習会 ・継続的な基礎練習で、基本の定着を図る。 

・課題克服に向けた練習に取り組む。 

１月 平日練習、休日練習、合同練習会 ・継続的な基礎練習で、基本の定着を図る。 

・課題克服に向けた練習に取り組む。 

２月 

 

平日練習、休日練習、合同練習会 

大澤駅伝競走大会 

・基礎練習、課題克服練習中心の活動から専門練習を

増やしていく。 

３月 

 

平日練習、休日練習、合同練習会 

ジュニア強化 

スプリングフェスティバル 

・冬に取り組んできた練習の成果を大会で確認する。 

・新年度へ向けてのチーム体制の修正。 

 

 

 

陸 上 競 技 部 の 活 動 方 針  



 

 

 

 

 

 

 

目標 ・「礼儀・感謝」・・・・挨拶などのマナーや感謝の気持ちを心がけよう 

・「思いやり・協力」・・仲間への思いやりと協力の気持ちを大切にしよう 

・「厳しさ」・・・困難に立ち向かう強い気持ちをもとう 

活動方針 ・野球を通じて「自立」と「自律」を育成する活動を心がける。 

・日々の練習では、部長を中心とした自主的な取り組みを尊重していく。 

年間計画 主な内容 活動とねらい 

４月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

春季親善野球大会 

・新入生入部、部活動保護者会 

・新入生が部活動に慣れるようサポートする。 

・２，３年生は市春季大会に向けての活動 

５月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

市春季体育野球大会 

 

・市春季大会以降は、県春季大会に向けて練習

試合を中心に活動する。 

６月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

県春季体育野球大会 

・上旬の県大会終了後は、総体に向けての課題

克服を中心とした練習を行う。 

７月 

 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

市総合体育野球大会 

県総合体育野球大会 

・県大会の市予選に向けての活動が中心。 

・３年生最後の大会で成果を出し切る。 

・県大会終了後は、１・２年生の新体制づくり。 

８月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 ・長期休業中に、新部長を中心とした新体制で

の活動を、ある程度軌道に乗せる。 

９月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

市新人体育野球大会 

・市新人大会に向けて練習試合中心の活動、後

半は県新人大会に向けての強化活動が中心。 

10月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

県新人体育野球大会 

・中旬までは県大会に向けての活動が中心。 

・県新人大会終了後は基礎練習と課題克服に

向けた練習に取り組む。 

11月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

秋季親善野球大会 

・継続的な基礎練習で、基本の定着を図る。 

・課題克服に向けた練習に取り組む。 

12月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

 

・継続的な基礎練習で、基本の定着を図る。 

・課題克服に向けた練習に取り組む。 

１月 平日練習、休日練習・練習試合 

 

・継続的な基礎練習で、基本の定着を図る。 

・課題克服に向けた練習に取り組む。 

２月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 ・基礎練習、課題克服練習中心の活動から実践

形式の練習を増やしていく。 

３月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 ・冬に取り組んできた練習の成果を練習試合

や大会で確認する。 

・新年度へ向けてのチーム体制の修正。 

 

 

 

野球部の活動方針 



 

 

 

 

 

 

 

目標 ・「気力」   ・・・サッカーを通じて、何事も諦めず、挑戦する心を育てる。   
・「体力」   ・・・サッカーを通じて、ひとりひとりの体力向上を目指す。  
・「自主・責任」・・・サッカーを通じて、積極性・責任感の成長を目指す。  

活動方針 ・コミュニケーションの基本である挨拶を徹底する。 
・感謝の気持ちを忘れず、礼儀正しく俊敏な行動をとる。 
・競技規則だけでなく学校生活や社会生活におけるルールを守る。 
・赤中生として誇りをもち、文武両道を目指して、日々努力する。 

年間計画 主な内容 活動とねらい 

４月 平日練習、休日練習・練習試合 

・新入生入部、部活動保護者会 

・新入生が部活動に慣れるようサポートする。 

・２，３年生は市春季大会に向けての活動 

５月 

平日練習、休日練習・練習試合 

市協会長杯 

市春季体育サッカー大会 

・市春季大会以降は、県春季大会に向けて練習 

６月 

平日練習、休日練習・練習試合 

県春季体育サッカー大会 

市総合サッカー大会 

・上旬の県大会終了後は、総体に向けての課題

克服を中心とした練習を行う。 

７月 

平日練習、休日練習・練習試合 

市総合体育サッカー大会 

県総合体育サッカー大会 

・県大会の市予選にむけての活動が中心 

・３年生最後の大会で成果を出し切る。 

・県大会終了後は、１・２年生の新体制づくり 

８月 
平日練習、休日練習・練習試合 

強化練習会 

・長期休業中に、新部長を中心とした新体制で

の活動を、ある程度軌道に乗せる。 

・他校との交流により、向上心を育成する。 

９月 
平日練習、休日練習・練習試合 

市新人体育サッカー大会 

・市新人大会に向けて練習試合中心の活動 

・県新人大会に向けての強化活動 

10月 
平日練習、休日練習・練習試合 

県新人体育サッカー大会 

・中旬までは県大会に向けての活動 

・県新人大会終了後は基礎練習と課題克服に

向けた練習に取り組む。 

11月 平日練習、休日練習・練習試合 
・継続的な基礎練習で、基本の定着を図る。 

・課題克服に向けた練習に取り組む。 

12月 
平日練習、休日練習・練習試合 

下野杯 

・継続的な基礎練習で、基本の定着を図る。 

・課題克服に向けた練習に取り組む。 

１月 平日練習、休日練習・練習試合 
・継続的な基礎練習で、基本の定着を図る。 

・課題克服に向けた練習に取り組む。 

２月 
平日練習、休日練習・練習試合 

市奨励大会 

・基礎練習、課題克服練習中心の活動から実践

形式の練習を増やしていく。 

３月 
平日練習、休日練習・練習試合 

郵便局長杯、両毛フェスティバル 

・冬に取り組んできた練習の成果を練習試合

や大会で確認する。 

・新年度へ向けてのチーム体制の修正。 

 

 

 

 

サッカー 部の活動方針 



 

 

 

 

 

 

 

目標 ・「礼儀」・・・・挨拶などのマナーを心がけよう 

・「感謝」・・・・お世話になっている方々への感謝の気持ちを大切にしよう 

・「優しさ」・・・仲間への思いやりの気持ちを忘れずに接しよう 

・「厳しさ」・・・困難に立ち向かう強い心をもとう 

活動方針 ・ソフトテニスを通じて「自立」と「自律」を育成する活動を心がける。 

・日々の練習では、部長を中心とした自主的な取り組みを尊重していく。 

年間計画 主な内容 活動とねらい 

４月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

市春季総合ソフトテニス大会 

市春季団体ソフトテニス大会 

・新入生入部、部活動保護者会 

・新入生が部活動に慣れるようサポートする。 

・２，３年生は市春季大会に向けての活動 

５月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

市春季体育ソフトテニス大会 

強化練習会 

・市春季大会以降は、県春季大会に向けて練習

試合、強化練習会を中心に活動する。 

６月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

県春季体育ソフトテニス大会 

・上旬の県大会終了後は、総体に向けての課題

克服を中心とした練習を行う。 

７月 

 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

市総合体育ソフトテニス大会 

県総合体育ソフトテニス大会 

・県大会の市予選にむけての活動が中心。 

・３年生最後の大会で成果を出し切る。 

・県大会終了後は、１・２年生の新体制づくり。 

８月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

県ソフトテニス連盟杯 

・長期休業中に、新部長を中心とした新体制で

の活動を、ある程度軌道に乗せる。 

９月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

市新人体育ソフトテニス大会 

・市新人大会に向けて練習試合中心の活動、後

半は県新人大会に向けての強化活動が中心。 

10月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

市秋季総合ソフトテニス大会 

県新人体育ソフトテニス大会 

・中旬までは県大会に向けての活動が中心。 

・県新人大会終了後は基礎練習と課題克服に

向けた練習に取り組む。 

11月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

市秋季団体ソフトテニス大会 

・継続的な基礎練習で、基本の定着を図る。 

・課題克服に向けた練習に取り組む。 

12月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

県中学生ソフトテニス大会 

・継続的な基礎練習で、基本の定着を図る。 

・課題克服に向けた練習に取り組む。 

１月 平日練習、休日練習・練習試合 

市強化練習会 

・継続的な基礎練習で、基本の定着を図る。 

・課題克服に向けた練習に取り組む。 

２月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 ・基礎練習、課題克服練習中心の活動から実践

形式の練習を増やしていく。 

３月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

市ソフトテニス連盟杯 

・冬に取り組んできた練習の成果を練習試合

や大会で確認する。 

・新年度へ向けてのチーム体制の修正。 

 

 

 

女子ソフトテニス 部の活動方針 



 

 

 

 

 

 

 

目標 ・「礼儀」・・・・挨拶などのマナーを心がけよう 

・「感謝」・・・・お世話になっている方々への感謝の気持ちを大切にしよう 

・「優しさ」・・・仲間への思いやりの気持ちを忘れずに接しよう 

・「厳しさ」・・・困難に立ち向かう強い心をもとう 

活動方針  「ソフトテニス＝生活」「生活＝ソフトテニス」を合い言葉にし、日常の生活か

ら意識を高く持つことで「自立」「自律」を育成する。技術の向上とともに、ソフ

トテニス部の活動を通して人としての教養が深まるように努める。 

年間計画 主な内容 活動とねらい 

４月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

市春季総合ソフトテニス大会 

市春季団体ソフトテニス大会 

・新入生入部、部活動保護者会 

・新入生が部活動に慣れるようサポートする。 

・２，３年生は市春季大会に向けての活動 

５月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

市春季体育ソフトテニス大会 

 

・市春季大会以降は、県春季大会に向けて練習

試合を中心に活動する。 

６月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

県春季体育ソフトテニス大会 

・上旬の県大会終了後は、総体に向けての課題

克服を中心とした練習を行う。 

７月 

 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

市総合体育ソフトテニス大会 

県総合体育ソフトテニス大会 

・県大会の市予選にむけての活動が中心。 

・３年生最後の大会で成果を出し切る。 

・県大会終了後は、１・２年生の新体制づくり。 

８月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

県ソフトテニス連盟杯 

・長期休業中に、新部長を中心とした新体制で

の活動を、ある程度軌道に乗せる。 

９月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

市新人体育ソフトテニス大会 

・市新人大会に向けて練習試合中心の活動、後

半は県新人大会に向けての強化活動が中心。 

10月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

市秋季総合ソフトテニス大会 

県新人体育ソフトテニス大会 

・中旬までは県大会に向けての活動が中心。 

・県新人大会終了後は基礎練習と課題克服に

向けた練習に取り組む。 

11月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

市秋季団体ソフトテニス大会 

・継続的な基礎練習で、基本の定着を図る。 

・課題克服に向けた練習に取り組む。 

12月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

県中学生ソフトテニス大会 

・継続的な基礎練習で、基本の定着を図る。 

・課題克服に向けた練習に取り組む。 

１月 平日練習、休日練習・練習試合 

 

・継続的な基礎練習で、基本の定着を図る。 

・課題克服に向けた練習に取り組む。 

２月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 ・基礎練習、課題克服練習中心の活動から実践

形式の練習を増やしていく。 

３月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

市ソフトテニス連盟杯 

・冬に取り組んできた練習の成果を練習試合

や大会で確認する。 

・新年度へ向けてのチーム体制の修正。 

 

 

 

男子ソフトテニス 部の活動方針 



 

 

 

 

 

 

 

目標 ・「礼儀」・・・・返事、挨拶などのマナーを心がける。 

・「感謝」・・・・仲間、保護者などお世話になっている方々への感謝の気持ちを 

大切にする。 

・「ワンチーム」・・・仲間への思いやりの気持ちを忘れずプレーする。 

活動方針 ・バレーボールを通じて、「心」の育成を意識した活動に取り組む。 

・技術面だけでなくどんなことに対しても常に向上心をもって活動に取り組む。 

・感染症対策を徹底して行う。 

年間計画 主な内容 活動とねらい 

４月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

市春季総合バレーボール大会 

強化練習会 

・新入生入部、部活動保護者会 

・新入生が部活動に慣れるようサポートする。 

・２、３年生は市春季大会に向けての活動 

５月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

市春季体育バレーボール大会 

 

・市春季大会以降は、県大会に向けて練習試合

を中心に活動する。 

６月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

県春季体育バレーボール大会 

・上旬の県大会終了後は、総体に向けての課題

克服を中心とした練習を行う。 

７月 

 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

市総合体育バレーボール大会 

県総合体育バレーボール大会 

・市総体に向けての活動が中心。 

・３年生最後の大会で成果を出し切る。 

・県大会終了後は、１、２年生の新体制作り。 

８月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

バレーボール教室 

小竹杯中学生バレーボール大会 

・夏休み中に、新部長を中心とした新体制での

活動を、ある程度形作る。 

９月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

市新人体育バレーボール大会 

・市新人大会に向けて練習試合中心の活動、後

半は県新人大会に向けての強化活動が中心。 

10月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

県新人体育バレーボール大会 

・中旬までは県大会に向けての活動が中心。 

・県新人大会終了後は基礎練習と課題克服に

向けた練習に取り組む。 

11月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

市秋季総合バレーボール大会 

・継続的な基本練習で、基礎力強化を図る。 

 

12月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

県協会長杯バレーボール大会(市) 

・継続的な基本練習で、基礎力強化を図る。 

 

１月 平日練習、休日練習・練習試合 

県協会長杯バレーボール大会(県) 

・継続的な基本練習で、基礎力強化を図る。 

・ゲーム形式の練習を増やし、実践力強化を図る。 

２月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

１年生大会 

市協会長杯バレーボール大会 

・継続的な基本練習で、基礎力強化を図る。 

・ゲーム形式の練習を増やし、実践力強化を図る。 

３月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

 

・冬に取り組んできた練習の成果を練習試合

などで確認する。 

・新年度へ向けてのチーム体制の修正。 

 

 

女子バレーボール 部の活動方針 



 

 

 

 

 

 

 

目標 学校教育目標を具現化 

 ・「気力」・・・・根気強く努力する心の育成 

 ・「体力」・・・・強い体とともに豊かな心の育成 

 ・「自主自立」・・自分の役割を自覚し、責任を果たす心の育成 

活動方針 ・「時」・・・・時間を守る。時間を大切に使う。時間を意識する。 

・「場」・・・・いつでも一生懸命に練習する。向上心をもって練習する。 

・「礼」・・・・礼儀を大切にする。（挨拶・返事・行動） 

・「感謝」・・・仲間に感謝。保護者に感謝。 

年間計画 主な内容 活動とねらい 

４月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

 

・新入生入部、部活動ガイダンス 

・１年生へのサポート。 

５月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

市春季バスケットボール大会 

・市春季大会に向けての活動。 

・大型連休に適切な休養日を設ける。 

・個々の役割の確認 

６月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

県春季バスケットボール大会 

・県春季大会に向けての活動。 

・チームワークの向上 

・体力・技術の向上 

７月 

 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

市総合体育バスケットボール大

会、県総合体育バスケットボー

ル大会 

・市・県総合大会に向けての活動。 

・３年生は部活動の集大成とする。 

・３年生への感謝の気持ちをもたせる。 

８月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

市協会長杯大会 

・新体制でのチーム作り。 

・チーム目標の見直し。 

９月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

市新人バスケットボール大会 

・市新人大会に向けての活動。 

 

10月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

県新人バスケットボール大会 

・県新人大会に向けての活動。 

 

11月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

 

・基礎体力・技能の強化。 

 

12月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

 

・基礎体力・技能の強化。 

１月 平日練習、休日練習・練習試合 

県内リーグ戦参加 

・基礎体力・技能の強化。 

・チーム技能の強化。 

２月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 ・基礎体力・技能の強化。 

・チーム技能の強化。 

３月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

市ファーストカップ大会 

・技能の強化。 

・次年度への目標 

 

 

 

 

バスケットボール 部の活動方針 



 

 

 

 

 

 

目標 心…挨拶、返事、準備、清掃などを、きちんとできるようにし、仲間と支え合っ

て頑張ろう 

技…基礎を主軸にサーブやフットワークの技術を手に入れよう 

体…卓球を通して、健全な身体を育てよう 

活動方針 ・卓球を通じて、人間性を成長できるような活動を心がける。 

・日々の練習では、自分の課題克服を意識した練習を推し進めていく。 

年間計画 主な内容 活動とねらい 

４月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 ・新入生入部、部活動保護者会 

・新入生が部活動に慣れるようサポートする。 

・２，３年生は市春季大会に向けての活動 

５月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

市春季体育大会、春季市民戦 

・市春季大会以降は、県春季大会に向けて練習

試合、強化練習会を中心に活動する。 

６月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

県春季体育大会、強化大会 

・上旬の県大会終了後は、総体に向けての課題

克服を中心とした練習を行う。 

７月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

市総合体育大会、県総合体育大

会 

・県大会の市予選にむけての活動が中心。 

・３年生最後の大会で成果を出し切る。 

・県大会終了後は、１・２年生の新体制づくり。 

８月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

佐野市団体リーグ 

・長期休業中に、新部長を中心とした新体制で

の活動を、ある程度軌道に乗せる。 

９月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

市新人体育大会 

・市新人大会に向けて練習試合中心の活動、後

半は県新人大会に向けての強化活動が中心。 

10月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

県新人体育大会 

・中旬までは県大会に向けての活動が中心。 

・県新人大会終了後は基礎練習と課題克服に

向けた練習に取り組む。 

11月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

 

・継続的な基礎練習で、基本の定着を図る。 

・課題克服に向けた練習に取り組む。 

12月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

地区別強化練習会、１年生大会 

・継続的な基礎練習で、基本の定着を図る。 

・課題克服に向けた練習に取り組む。 

１月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

 

・継続的な基礎練習で、基本の定着を図る。 

・課題克服に向けた練習に取り組む。 

２月 

 

平日練習、休日練習・練習試合 

佐野市団体リーグ 

・基礎練習、課題克服練習中心の活動から実践

形式の練習を増やしていく。 

３月 平日練習、休日練習・練習試合 

 

・冬に取り組んできた練習の成果を練習試合

や大会で確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

卓球部の活動方針 



 

 

 

 

 

 

 

目標 ・人に感動を与える音楽づくりに努めるとともに、観客と演奏者とが共に楽しめ

る音楽活動に努める。 

・部活動を通して、挨拶・返事などの礼儀を身に付ける。 

活動方針  演奏会を通して、演奏技術を向上させるとともに、他人のために行動する奉仕

の精神を身に付けさせたい。常に演奏目標がある環境を整えていきたい。 

年間計画 主な内容 活動とねらい 

４月 平日練習、休日練習 ・新入生入部、部活動保護者会 

・新入生が部活動に慣れるようサポートする。 

５月 平日練習、休日練習、 ・新体制となり、目的をもった練習を行う。 

６月 平日練習、休日練習 

 

・磯水祭演奏曲を決定する。 

・芸術祭演奏曲を練習する。 

７月 平日練習、休日練習、 ・磯水祭・芸術祭に向けて譜読みを行う。 

８月 平日練習 ・芸術祭に向け、インテンポに近づけるよう練習する。 

９月 平日練習、休日練習 

佐野市学校芸術祭音楽祭 

・芸術祭に向けて、表現をつけ曲を仕上げる。 

・コンクールでの演奏を経て、達成感を味わわせる。 

10月 

 

平日練習、休日練習 

 

・学校祭曲目の決定 

・３年生は最後の舞台となる学校祭に向け、互いの演

奏を聴き合い団結して取り組ませる。 

11月 

 

平日練習、休日練習 

学校祭「磯水祭」での演奏 

・学校祭での演奏後、新体制作り 

・新体制における目標を明確にし、技術向上意欲を高

める。 

12月 

 

平日練習、休日練習 

児童館訪問演奏 

・児童館「クリスマス会」での演奏会 

・児童向けの曲を中心に、練習を行う。 

１月 平日練習、休日練習 ・基礎力の向上を目指し、個々の課題克服に努める。 

２月 

 

平日練習、休日練習 

合同練習会 

・アンサンブル力を鍛え、演奏の幅を広げる契機とす

る。 

３月 平日練習、休日練習 

訪問演奏 

・訪問演奏会 

・今年度の活動を振り返り、次年度に向け課題をもつ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吹奏楽部の活動方針 



 

 

 

 

 

 

 

目標 ・読書や掲示物等を制作することを楽しむとともに、集団力の向上も楽しむ。 

・日頃の活動を通して、挨拶、礼儀、マナー、気配りを身に付ける。 

・異学年集団での適切な役割分担をしつつも、全員に十分な活動を確保する。 

活動方針 制作や読書を楽しみながら、まじめに日々の活動に取り組むことで、掲示物が

完成した時の達成感にもつながるようにする。また、自主的な活動や制作を図れ

る運営に努める。 

年間計画 主な内容 活動とねらい 

４月 

 

平日活動 ・新入生入部、 

・新入生が部活動に慣れるようサポートする。 

５月 

 

平日活動 ・毎月の掲示物作りの活動が中心。 

・市春季大会の日は、スクラッチ、がく作り。 

６月 

 

平日活動 ・毎月の掲示物作り。 

・スクラッチ、がく作り。 

７月 

 

平日活動 

 

・市総体の日は、暑中見舞作り。 

・３年生引退後は、１・２年生の新体制づくり 

８月 

 

平日活動 ・毎月の掲示物づくり 

 

９月 

 

平日活動 ・毎月の掲示物作り。 

 

10月 

 

平日活動 ・毎月の掲示物作り。 

・磯水祭に向けての制作。 

11月 

 

平日活動 ・毎月の掲示物作り。 

・中文連への協力。 

12月 

 

平日活動 ・毎月の掲示物作り。 

・年賀状作り。 

１月 平日活動 ・毎月の掲示物作り。 

２月 平日活動 ・毎月の掲示物作り。 

３月 

 

平日活動 ・卒業式に向けての掲示物作り。 

・新年度へ向けての体制の修正。 

 

 

 

 

 

 文芸 部の活動方針 


