
令和２年度 部活動規約 
 

 

 

           
 

     
  

         

 

  令和２年４月２１日（火） 

  横浜市立鴨志田中学校 

  



１ 目  的  

顧問と生徒及び生徒相互が、共通の興味・関心を追求する中で人間的な触れ合いを持ち、

望ましい集団生活を通して心身の調和的な発達を図るとともに、健全な社会生活を営む上

に必要な資質を養う。 

 

２ 目  標 

① 同じ趣味や興味をもつ生徒が、学年や学級を越えた集団の中で、協力と協調を通し、好

ましい人間関係を育てる。 

② 個人及び集団として技能を習得し、その過程において精神的にも肉体的にも苦難に耐

え、３年間やり通す粘り強さを身につける。 

③ 各部の規則やマナーだけでなく、日常の生活全般においても、規則やマナーを守り、望

ましい集団生活の方法を身につける。 

④ 健康を保持し、安全に活動するために、規則正しい日常生活をし、栄養や睡眠、健康状

態に注意する態度を身につける。 

 

３ 活動予定 

   各部活動における活動予定については、各部顧問が活動計画を立て、生徒を通して連絡

します。 

 

４ 活動時間 

部活動による活動時間は以下に示す最大の活動時間の中で、各部活動により計画的に定

めるものとします。 

 

（１）平日における活動時間について 

・平日の活動時間においては、基本的には放課後から学校が定める以下に示した総

下校時刻までとします。なお活動は、２時間程度として総下校時刻２０分前ま

で、片付け等後下校となります。 

 

＜月別総下校時刻表＞ 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

１８時００分 

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

１７時３０分 １７時００分 １７時３０分 

 

  （２）朝練習における活動時間について 

・朝練習の活動時間においては、７時００分から８時２０分までの中で各部活動にお

いて、計画的に設定するものとします。 

 

（３）休日における活動時間について 

・休日における活動の有無、または活動時間は原則的に３時間程度とし、７時００分

から総下校時刻の範囲内で各部活動により定めるものとします。 

 

 



５ 活動制限 

   学年・学校行事、各種試験、式典や会議などの学校教育活動をより円滑に行う為に、以

下に定めた事由における部活動の活動を制限します。ただし、大会やコンクール等でどう

しても練習時間が必要な場合においては、各部活動顧問が全職員及び保護者の了承を得て

活動を認めることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 朝練習 

・部活動においては、朝練習を行うことができます。 

・活動の有無、内容については各部活動の方針によりますが、全体の方針として以下のこ

とをご確認ください。 

 

①睡眠、朝食をしっかりとった上で参加すること。        ※２目標④参照 

②朝練習の有無に関わらず、８時４０分の時点で教室にいない場合は遅刻扱いとなり

ます。                            ※２目標③参照 

③朝の練習後、活動時間内かつ活動場所に限り、顧問の判断によって補食を摂ること

を認める。（補食や飲み物については、昼食時のきまりに準ずる） ※２目標④参照 

 

７ 保  険 

   本校においては学校管理下の事由による負傷において全生徒が「独立行政法人スポーツ

振興センター」の「災害共済給付制度」に加入しております。部活動におきましても学校

管理下の事由として扱われます。 

 

８ その他 

 （１）更衣場所について 

    ・平日放課後の活動時の更衣場所は、以下の通りです。 

男子：武道場横スペース 

女子：体育館更衣室 

 

 （２）休養日 

    ・原則、週に平日１日以上（朝練習も含む）、土日１日以上を設定する。 

 

 

 

定期テスト科目が５教科のとき ３日前から活動なし（朝練を含む） 

定期テスト科目が５教科以上のとき ７日前から活動なし（朝練を含む） 

市学習状況調査 当日の活動なし（朝練を含む） 

入学式、卒業式、体育大会、文化発表会 
前日の放課後と当日の活動なし 

（発表や準備・片付けを行う部の活動は可） 

始業式、終業式、修了式 時刻を決めて活動可（再登校） 

修学旅行、自然教室 前日の午後、帰校日、健康観察日の活動なし 

遠足 当日の活動なし 

職員会議、教育研究会などの一斉出張の日 放課後の活動なし 

部活動休養日 平日１日以上、土日１日以上を原則とする。 



令和２年度 各部活動の紹介 
 

野球部 

顧問 髙見澤宏太  小山弘人  近藤幸男 

活動日 放課後(月曜日～金曜日)  朝練習あり（木曜日） 休日：予定表を配ります 

活動場所 グラウンド、その他 

活動内容 

とても個性溢れるメンバーがそろっています。 

部員は少ないですが、毎日真剣に活動しています。経験者、未経験者関係なく、たくさ

んの部員を募集します。よろしくお願いします。 

個人負担 
練習・公式試合用ユニフォーム＆スパイク ⇒ ２５,０００円程 

グローブ ⇒ ５,０００～１５,０００円程 

部費（年間） １・２年：７,０００円   ３年：３,０００円 

 

 

サッカー部 

顧問 緒方悠   長崎翔太   小林有生 

活動日 放課後(月曜日～金曜日)  朝練習あり（水曜日） 

活動場所 グラウンド、ピロティ等 

活動内容 

グラウンドでサッカーのトレーニングを行う他、グラウンドが使用できない日は、ロ

ードワーク（長距離走）や室内のランニング、各種体力トレーニングを行います。サッ

カーを通じた人格形成を目指しています。真剣にサッカーに取り組める人を募集しま

す。 

個人負担 

クラブピステ ⇒ １５,０００円程度 

練習用ユニフォーム、ゲームパンツ、ストッキング（各２種） ⇒ １５,０００円程

度 

部費（年間） １・２年：７,０００円   ３年：３,０００円  選手登録費：１０００円 

 

 

ソフトテニス部（女子） 

顧問 三島梨湖   髙田悟   米川久子   

活動日 放課後（月曜日～金曜日）  土曜日もあり 

活動場所 テニスコート 

活動内容 
基礎練習・試合練習を中心に行います。勝利を目指して練習に取り組んでいます。 

真面目に取り組める人を募集します。 

個人負担 

ユニフォーム  ⇒ １０,０００円程度 

ラケット    ⇒ １０,０００円～ 

シューズ    ⇒ ５,０００円程度 

練習用 Tシャツ ⇒ ２,０００円程度（希望者） 

審判講習費   ⇒ １,５００円程度（１年生） 

部費（年間） ２,０００円 

 

 



バスケットボール部（男子・女子） 

顧問 吉澤こゆき   鈴木裕貴   伊藤博章   髙田浜子 

活動日 平日放課後  朝練あり  休日練習・大会あり 

活動場所 体育館、グラウンド 

活動内容 

体力トレーニング、基礎練習、ゲーム形式練習を行います。 

バスケットが大好きな人、バスケットが上手くなりたい人、真面目に練習に取り組め

る人、待っています！ 

個人負担 

ユニフォーム（下のみ） ⇒ ９,０００円程度 

冬季ウインドブレーカー ⇒ １０,０００万円程度 

バスケットシューズ、チームＴシャツ 

部費（年間） １・２年：５,０００円  ３年：４,０００円 

 

バレーボール部（女子） 

顧問 大森菜華   荒川有希子  近藤啓太 

活動日 体育館、グラウンド他 

活動場所 放課後（月曜日～金曜日）  朝練習（火・木）  休日練習・大会あり 

活動内容 

コートに入っている６人、それをサポートするチームメイトみんなの気持ちを１つの

ボールに乗せてプレーします。チームスポーツでしか味わえない団結力と達成感をと

もに分かち合いましょう！先輩たちはほとんどが中学からバレーボールを始めまし

た。基礎的な練習から丁寧に教えます。最高の笑顔で全力のプレーを楽しもう。 

「心をつなぐバレーボール」を目指しています。 

個人負担 

シューズ       ⇒ ５,９００円 

ユニフォームの短パン ⇒ ２,６００円 

チーム Tシャツ    ⇒ ２,４００円 

冬季ウィンドブレーカー⇒ １０,０００円 

部費（年間） ５５００円（登録料込み） 

 

バドミントン部（男子・女子） 

顧問 太田彩貴  石川祐美子  岡村孝 

活動日 放課後（火曜日～金曜日）  休日練習・大会あり  休養日（月曜日） 

活動場所 体育館、ピロティ等 

活動内容 

体育館の日はシャトルを打つ練習(基礎打ち・ノックなど)、外練の日はトレーニング、

素振りなどの基礎練習を行います。練習内容はハードですが、３年間続ければ初心者

でも上達できます。真面目に練習できる人を募集します。 

個人負担 

ラケット     ⇒ ６,０００円～(ガットを張ってもらった方がよい。) 

シューズ     ⇒ ４,０００円～ 

ユニフォーム（上）⇒ ５,０００円～ 

ユニフォーム（下）⇒ ５,０００円～ 

※その他：区大会、市大会・県大会参加費、大会会場への交通費等がかかります。 

部費（年間） 
５,０００円 

※シャトルの使用状況により、２,０００円の追加集金をすることもあります。 

 

 



剣道部（男子・女子） 

顧問 長谷川満  猪熊早智子  福島義之 

活動日 放課後（月曜日～金曜日） 土曜日（午前）  日曜日ＯＦＦ 

活動場所 武道場 

活動内容 

「克己心(こっきしん)」をモットーに男女ともに心身の鍛練をはかりながら県大会を目

指します。真面目に活動すると初心者でも段をとって卒業できます！！夏には、１年

生でも大会に出場できます。男子も女子も一緒に頑張って市で活躍する選手になりま

しょう！長谷川先生・猪熊先生・福島先生という、３人の熱い顧問の元、剣の道を歩ん

でみませんか？ 

個人負担 
竹刀・道着２枚・袴２枚 ⇒ ２０,０００円程度（初年度） 

防具 ⇒ 約６０,０００円程度（学校で貸し出すこともできます。） 

部費（年間） ５,０００円 

 

 

吹奏楽部 

顧問 宮﨑さとみ  飯田慎也  大西紀子  太田恵  齊藤恵子（指導員） 

活動日 放課後（月～金）  土曜日（午前）  日曜日あり（行事・コンクール前） 

活動場所 音楽室、３年教室、視聴覚室など 

活動内容 

楽器の演奏技能を高め、吹奏楽の合奏・アンサンブルを行います。 

楽譜がよめなくても、初心者でも、やる気と音楽が好き！という強い気持ち、向上心

があれば大丈夫！男女共にお待ちしています。 

個人負担 

演奏用Ｔシャツ 演奏用タオル 

楽器消耗品(リードなど)   楽器手入れ品  楽器修理代 

※楽器によっては、個人負担をお願いする場合があります。 

部費（年間） ４,０００円 

 

  

 

美術部 

顧問 扇柳政則  竹内かおり 

活動日 放課後：月～金   祝休日はなし 

活動場所 美術室など 

活動内容 
鉛筆デッサンをしたり、ポスターを製作したりします。薬物乱用防止コンクールへの

出品に取り組みます。文化祭に向けて、部員でまとまって１つの作品に取り組みます。 

個人負担 ありません 

部費（年間） なし 

 

 


