
 

 

Ⅶ  令和３年度 嘉麻市立稲築中学校 部活動の活動方針及び活動計画 
 
１ 学校の教育目標 

・地域や社会に積極的に関わり、感謝の心を持ち、自立できる生徒の育成 

 
２ 部活動の方針 

・部活動を通して規範意識や学習意欲の向上，責任感，連帯感を高めお互いに協力し合う好ましい人間関
係を作る力を育む。 

 
３ 運動部活動公式戦年間計画 
 
 ア 嘉麻・嘉穂・飯塚地区大会 

 主催大会 
その他・備考 

総合体育大会 新人大会 

陸上 6/12・13（予） 

嘉穂総合運動公園陸上競技場 

9/11・12（予） 

嘉穂総合運動公園陸上競技場 

 

水泳（競泳） 6/26 

飯塚市健康の森公園市民プール 

8/7 

飯塚市健康の森公園市民プール 

 

サッカー 6/27,7/3・4（予） 

伊岐須小学校・二瀬中学校 

10/2・3・10（予） 

伊岐須小学校・二瀬中学校 

 

卓球 6/26・27,7/4（予） 

嘉穂総合体育館 

10/2・3 

嘉穂総合体育館 

 

剣道 7/3・4（予） 

飯塚日新館中学校 

10/2・3（予） 

飯塚日新館中学校 

 

柔道 6/27 

稲築武道館 

10/3 

稲築武道館 

 

バレーボール 7/10・11 

幸袋中学校・飯塚第一・第二体育館 

10/23・24 

中学校体育館 

 

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 7/3・4・11 

中学校体育館 

10/30・31,11/7 

中学校体育館 

 

軟式野球 7/3・4・10・11（予） 

飯塚市内・嘉麻市内各野球場 

9/25・26,10/2・3（予）・10（予） 

飯塚市内・嘉麻市内各野球場 

 

ソフトテニス 7/3・4・10（予） 

飯塚市民運動公園テニスコート 

10/2・3・9（予） 

飯塚市民運動公園テニスコート 

 

相撲 6/12・13(予) 

嘉穂総合高校相撲場 

9/18・19（予） 

嘉穂総合高校 

 

駅伝競走 10/9・10(予) 

未定 

1/15・16（予） 

未定 

 

  
イ 筑豊地区大会 

 主催大会 
その他・備考 

総合体育大会 新人大会 

陸上 7/17・18 

嘉穂総合運動公園陸上競技場 

9/25 

嘉穂総合運動公園 

 

水泳（競泳） 7/10 

筑豊緑地公園プール 

8/18 

未定（書類選考） 

 

サッカー 7/11・17・18 

筑豊緑地公園球戯場 

健康の森公園多目的広場 

10/24・31（予） 

二瀬中学校・伊岐須小学校 

 

卓球 7/10・17 

10日：岡垣ｻﾝﾘｰｱｲ 17日：直方市体育館 

12/18 

直方市体育館 

 

剣道 7/23 

岡垣サンリーアイ 

10/3 

岡垣町民武道館 

 



 

 

柔道 7/10・11 

岡垣町民武道館 

10/3 

岡垣町民武道館 

 

バレーボール 7/17・18 

幸袋中学校・飯塚鎮西中学校 

宮若東中学校 

12/18 

飯塚鎮西中学校 

 

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 7/17・18 

桂川町総合体育館 宮若東中学校 

令和4年1/22 

未定 

 

軟式野球 7/17・18・21・26(予） 

田川市民球場・猪位金球場 

中泉球場・仰木彬記念球場 

10/3・31,11/6（予） 

田川市民球場・猪位金球場 

 

ソフトテニス 7/18・19・21（予） 

直方市西部運動公園テニスコート 

10/3・11/7（予） 

直方市西部運動公園テニスコート 

 

相撲 7/17・18 

川崎町民運動公園内相撲場 

  

駅伝競走 10/30 

直方市遠賀川水辺館前河川敷 

令和4年１/23 

直方市遠賀川水辺館前河川敷 

 

 

 

ウ 福岡県大会 

 主催大会 
その他・備考 

総合体育大会 新人大会 

陸上 7/27・28 

本城陸上競技場 

10/16 

博多の森陸上競技場 

 

水泳（競泳） 7/27・28・29（予） 

福岡市総合西市民プール 

9/4 

福岡県立総合プール 

 

サッカー 7/27・28・29 

飯塚市健康の森公園多目的グラウンド 

西鞍の丘総合運動公園 

11/27・28・12/4（予） 

春日公園球技場 宇美総合スポーツ公園 

須恵町運動公園若杉の森 他 

 

卓球 7/29・30 

北九州市立総合体育館 

浅生スポーツセンター 

令和4年1/29 

福岡市立早良体育館 

 

剣道 7/27・28 

行橋市民体育館 

12/11 

岡垣サンリーアイ 

 

柔道 7/27・28 

大楠アリーナ 

12/5 

大楠アリーナ 

 

バレーボール 7/28・29 

朝倉体育センター 杷木中学校体育館 

筑後広域公園体育館 西短附高体育館 

令和4年1/29・30 

北九州市立総合体育館 

 

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 7/27・28 

北九州市立総合体育館 芦屋町総合体育館 

宮若東中体育館 桂川町総合体育館 

令和4年2/5・6 

福岡県立スポーツ情報科学センター 

福岡市立早良体育館 

 

軟式野球 7/27・28・29 

なまずの郷野球場 みずがめの郷野球場 

明天寺球場 あんずの里運動公園野球場 

11/27・28・12/4（予） 

雁の巣球場 汐井球場 西部運動公園野球場 

桧原運動公園野球場 他   

 

ソフトテニス 7/28・29・30 

春日公園テニスコート 

11/27・28 

今津運動公園テニスコート 

 

相撲 7/31 

福岡久山相撲場 

  

駅伝競走 11/13 

博多の森陸上競技場周回コース 

令和4年2/11 

博多の森陸上競技場周回コース 

 

 
 
 



 

 

 
 
エ 九州・全国大会 

 主催大会 
その他・備考 

九州中学校体育大会 全国中学校体育大会 

陸上 8/4～6 

福岡：博多の森陸上競技場 

8・17～20 

茨城県ひたちなか市：笠松運動公園競技場 

 

水泳（競泳） 8/4～6 

宮崎：ひなた宮崎県総合運動公園水泳場 

8・17～19 

千葉県習志野市：千葉県国際総合水泳場 

 

サッカー 8/3～6 

鹿児島：鹿児島県立サッカー・ラグビー場 

    鹿児島ふれあいスポーツランド 

8/19～23 

山梨県甲府市 富士吉田市 都留市他：富士北麓陸上競

技場球技場 他 

 

卓球 8/5～7 

長崎：佐世保市体育文化館 

8/23～26 

栃木県宇都宮市：総合スポーツゾーン新体育館（仮） 

 

剣道 8/8～10 

宮崎：ひなた武道館 

8/20～22 

神奈川県川崎市：川崎市とどろきアリーナ 

 

柔道 8/5～7 

熊本：山鹿市総合体育館 

8/22～25 

群馬県前橋市：ALSOKぐんまアリーナ 

 

バレーボール 8/3～5 

沖縄：沖縄市体育館 那覇市民体育館 

8/18～21 

埼玉県所沢市 さいたま市：サイデン化学アリーナ 

             所沢市民体育館 

 

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 8/4～6 

鹿児島：サンアリーナせんだい 

8/18～21 

群馬県高崎市 前橋市：ALSOKぐんまアリーナ 

           高崎アリーナ 

 

軟式野球 8/6～9 

沖縄：コザしんきんスタジアム 他 

8/20～24 

千葉県市原市 他：ゼットエーボールパーク 他 

 

ソフトテニス 8/4～6 

長崎：長崎市総合運動公園かきどまり庭球場 

8/17～20 

栃木県那須塩原市：くろいそ運動場 

 

相撲 8/9～10 

福岡：福岡久山相撲場 

8/21～22 

東京都立川市：アリーナ立川立飛 

 

駅伝競走 12/3・4 

佐賀：九州佐賀国際空港コース 

12/18・19 

滋賀県野須市 湖南市他：滋賀県希望が丘文化公園スポ

ーツ芝生ランド 

 

 
４ 文化部活動年間計画 
 
 ア 嘉麻・嘉穂・飯塚地区 
 

吹奏楽部 

主催 その他・備考 

 

 

 

 

美術部 

 

 
 
イ 筑豊地区 

吹奏楽部 

主催 その他・備考 

九州吹奏楽コンクール筑豊支部予選 

7/25（日） 

イイヅカコスモスコモン 

 



 

 

美術部 

美術・文化作品展 

２０２１年１１月下旬 （織田廣喜美術館にて） 

 

 
ウ 福岡県 

吹奏楽部 

主催 その他・備考 

福岡県吹奏楽コンクール 

8/ （日） 

福岡サンパレス 

 

美術部 

 

 

 

 
エ 九州・全国 

吹奏楽部 

主催 その他・備考 

九州吹奏楽コンクール 

8/ （日） 

福岡サンパレス 

 

美術部 

 

 

 

 
５ その他（協会大会、カップ戦等）※予定 

○サッカー部 
４月２９日，３０日 １２月頃（未定） ３月頃（未定） 

 
○ソフトテニス部 
ジュニアソフトテニス大会（年 2回） 

 
○バスケットボール部 
AZALEA CUP（シード決め）[５月] ，ダイヤモンドレース[11月] ，東部交歓大会（協会大会）[12月] ， 
如月カップ[２月] ，田川カップ[３月] ，1年生大会[３月] ，ダイヤモンドレース[３月] 
 
○バレーボール部 
頴田杯（４月），飯塚市バレーボール協会大会（５月），ＭＫ杯（６月） 
嘉麻市民大会（９月），ＫＨＮ杯（１０月），コスモスカップ（11月）， 
クリスマスカップ（12月），京王観光杯（１月），新春カップ（１月） 
お雛様カップ（３月），菜の花カップ（３月） 
京築近郊杯（３月），筑豊未来会杯（３月），育徳館杯（３月） 
 
○野球部 
筑紫野市野球大会（４月），遠賀交流大会（６月），平尾台カップ（８月），粕谷ロードフェスティバル（９月），
三潴カップ（11月），ロータリー杯・周防灘カップ（３月）筑豊旗（３月），ボタ山旗軟式野球大会（３月） 
 
○卓球部 
井上正喜杯秋季筑豊卓球選手権大会（９月） ＴＳＰ杯筑豊オープン卓球選手権大会（１月） 
 
○陸上部 
  ４/５      福岡県春季記録会 

４/２９     第１回鞘ケ谷記録会 
５/６      第１回小郡さわやか陸上競技会 
６/６～７    筑豊地区ジュニア陸上競技記録会 



 

 

  ６/１３～１４  福岡県中学校陸上競技選手権大会（参加標準記録あり） 
  ７/４～５    全日本中学校通信陸上競技大会福岡県大会（参加標準記録あり） 
  ８/８      嘉麻ナイター陸上競技大会 
◯吹奏楽部 

筑豊吹奏楽祭 6月19日（土）、20日（日）イイヅカコスモスコモン 
アンサンブルコンテスト筑豊支部予選 12月12日（日）イイヅカコスモスコモン 
筑豊吹奏楽フェスティバル1月15日（土）、16日（日）ユメニティ直方 
 

〇美術部  
九州産業大学付属九州高校 中学校美術交流会 ７月末～８月初旬 九州高校 
    

 
６ 完全下校時間 
  ・平日（４月）    １８：３０ 
  ・平日（５月～６月） １９：００ 

・平日（７月）    １９：１５ 
・平日（８月）    １７：００ 
・平日（９月～１１月）１８：３０ 
・平日（１２月～１月）１８：００ 
・平日（２月～３月） １８：３０ 
・休日及び長期休業期間  １７：００ 

 
７ 共通の休養日 
（１）ノー部活デー   
・平日１日各部で設定,休日土・日どちらか各部で設定 

 
（２）定期考査期間 
・ ５月３０日～６月 １日（１学期中間考査６月２日）            ３日間 

  ・ ６月２３日～６月２７日（１学期期末考査６月２８日～６月２９日）     ５日間 
  ・ ９月２１日～９月２３日（２学期中間考査９月２４日）           ３日間 
  ・１１月２０日～１１月２４日（２学期期末考査１１月２５日～１１月２６日）  ５日間 
  ・ ２月１０日～１４日（学年末考査２月１５日～１６日）           ５日間 
 計２１日間 
（３）その他 

  ・８月１３日（学校閉庁日）                      １日間 
・１２月２９日～１月３日（学校閉庁日）                ６日間 

                                    計 ７日間 
・ゴールデンウィークの５月１日～５月５日までの期間では、原則２日以上の休養日を設定する。 

※上記期間中でも公式戦や部の行事（ＯＢ会や初稽古会等）により活動日となることがあります。その際は顧問
から生徒を通じて保護者に連絡する。 
 
（４）部活動の月予定は共有のフォルダに集約する 
 
８ 感染防止対策 

（１） 活動前後の手指消毒 
（２） 運動時以外のマスクの着用 
（３） フィジカルディスタンスの確保 
（４） 道具の貸し借り禁止 
（５） 活動終了後の道具，部室，活動場所のアルコール消毒 
（６） 参加同意書の作成 
（７） 参加者名簿の作成 

                                             


