
大田区立大森第六中学校 運動部活動に関する活動方針 

学校における部活動の方針 

大田区教育委員会の方針に則り、生徒にとって望ましいスポーツ環 

境を構築するという観点に立ち、運動部活動が以下の点を重視して、地

域、学校、競技種目等に応じた多様な形で最適に実施されることを目指

す。 

・生徒がスポーツを楽しむことで運動習慣の確立等を図り、生徒がスポ

ーツを楽しむことで運動習慣の確立等を図り、生涯にわたって心身の

健康を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現するための資質・能

力の育成を図るとともに、バランスのとれた心身の成長と学校生活を

送ることができるようにする。 

・生徒の自主的、自発的な参加により行われ、学校教育の一環として 

 教育課程との関連を図り、合理的でかつ効率的・効果的に取り組む。 

・学校全体として運動部活動の指導・運営に係る体制を構築する。 

適切な休養日等の設定方針 

大田区教育委員会の方針に則り、週当たりの休養日、長期休業中の休

養日、１日の活動時間については、以下を基準とする。 

【休養日】 

１ 学期中は、週当たり２日以上の休養日を設ける。（平日は少なくと

も１日、週休日は少なくとも１日を休養日とし、休養日が確保できな

かった場合は、他の日に振り替える。） 

２ 長期休業中の休養日の設定についても、「１」に準じた扱いを行う。

また、生徒が十分な休養を取ることができるとともに、運動部活動以

外にも多様な活動を行うことができるよう、ある程度長期の休養期間

（オフシーズン）を設ける。   

【活動時間】 

１ １日の活動時間は、長くとも学期中の平日では２時間程度、週休日

（祝日等を含む）及び長期休業中は３時間程度とし、できるだけ短時

間に、合理的でかつ効率的・効果的な活動を行う。 

設置されている 

運動部活動名 

陸上競技部、男女バレーボール部、男女バスケットボール部、野球部、 

男女ソフトテニス部、サッカー部、女子バドミントン部 

設置されている 

文化部活動名 
吹奏楽部、美術部、演劇部、自然科学部、家庭科部 

 

  



大田区立大森第六中学校 陸上競技部 

年間目標 自分の弱さを克服しようと向上心を持って競技に取り組む部員 

部員数 令和３年９月１日現在    男子１２名   女子１５名 

活動日 月、火、水、金、土 

活動時間 平日 １６：００～１８：００ 休日 ８：００～１１：００ 

休養日 木、日 

主な活動予定 

９月 

大田区秋季大会 

基本練習 

体力トレーニング 

10月 

支部対抗陸上競技大会 

基本練習 

体力トレーニング 

11月 
基本練習 

体力トレーニング 

12月 
基本練習 

体力トレーニング 

１月 
都ロードレース大会 

基本練習・体力トレーニング 

２月 

大田区駅伝大会・ロードレース大会 

基本練習 

体力トレーニング 

３月 
基本練習 

体力トレーニング 

参加予定大会 

支部対抗競技大会（区陸上競技大会の結果により出場の可能性あり） 

大田区秋季大会 

グリーン六郷駅伝大会 

大田区駅伝・ロードレース大会 

 

  



大田区立大森第六中学校 陸上競技部 ９月～３月活動計画 

曜日 活動時間・活動場所・休養日 

日 休養日（大会がある場合は参加） 

月 １６：００～１８：００ 学校周辺、上校庭 

火 １６：００～１８：００ 学校周辺、上校庭   

水 １６：００～１８：００ 中校庭  

木 休養日 

金 １６：００～１８：００ 学校周辺、上校庭 

土 中校庭で練習又は大会参加 

※ 定期試験前後の一定期間は、学校全体の部活動休養日を設ける。 

※ 長期休業期間の活動計画は、別途公表する。 

  



大田区立大森第六中学校 男子バレー部 

年間目標 バレーボールを通して、絶えること、チームワークの大切さを学ぶ。 

部員数 令和３年９月１日現在    男子３２名 

活動日 火、水、木、金、土又は日 

活動時間 平日 １６：００～１８：００ 休日 ８：００～１１：００ 

休養日 月、土又は日 

主な活動予定 

９月 

秋季大会(区大会) 

基本練習（サーブ、パス、サーブレシーブ、アタックレシーブ、アタック） 

応用練習 

10月 

秋季大会（ブロック大会） 

基本練習（サーブ、パス、サーブレシーブ、アタックレシーブ、アタック） 

応用練習 

11月 

秋季大会(都大会) 

基本練習（サーブ、パス、サーブレシーブ、アタックレシーブ、アタック） 

応用練習 

12月 

体力・体幹トレーニング 

基本練習（サーブ、パス、サーブレシーブ、アタックレシーブ、アタック） 

応用練習 

１月 

体力・体幹トレーニング 

基本練習（サーブ、パス、サーブレシーブ、アタックレシーブ、アタック） 

応用練習 

２月 

冬季大会(区大会) 

基本練習（サーブ、パス、サーブレシーブ、アタックレシーブ、アタック） 

応用練習 

３月 

体力・体感トレーニング 

基本練習（サーブ、パス、サーブレシーブ、アタックレシーブ、アタック） 

実践練習 

参加予定大会 

秋季大会（１０月） 

冬季大会（２月） 

招待試合の大会（３月） 

 

  



大田区立大森第六中学校 男子バレー部 ９月～３月活動計画 

曜日 活動時間・活動場所・休養日 

日 体育館で練習又は試合（大会参加以外は土日どちらか休養日） 

月 休養日 

火 １６：００～１８：００ 体育館  

水 ７：３０～ ８：００ 体育館   

木 １６：００～１８：００ 体育館  

金 １６：００～１８：００ 上校庭  

土 体育館で練習又は試合（大会参加以外は土日どちらか休養日） 

※ 定期試験前後の一定期間は、学校全体の部活動休養日を設ける。 

※ 長期休業期間の活動計画は、別途公表する。 

 

  



大田区立大森第六中学校 女子バレー部 

年間目標 バレーボールを通して、絶えること、チームワークの大切さを学ぶ。 

部員数 令和３年９月１日現在    女子１８名 

活動日 火、水、木、金、土又は日 

活動時間 平日 １６：００～１８：００ 休日 

８：００～１１：００または  

１１：００～１４：００または 

１４：００～１７：００ 

休養日 月、土又は日 

主な活動予定 

９月 

秋季大会(区大会) 

基本練習（サーブ、パス、サーブレシーブ、アタックレシーブ、アタック） 

応用練習 

10月 

秋季大会（ブロック大会） 

基本練習（サーブ、パス、サーブレシーブ、アタックレシーブ、アタック） 

応用練習 

11月 

秋季大会(都大会) 

基本練習（サーブ、パス、サーブレシーブ、アタックレシーブ、アタック） 

応用練習 

12月 

体力・体幹トレーニング 

基本練習（サーブ、パス、サーブレシーブ、アタックレシーブ、アタック） 

応用練習 

１月 

体力・体幹トレーニング 

基本練習（サーブ、パス、サーブレシーブ、アタックレシーブ、アタック） 

応用練習 

２月 

冬季大会(区大会) 

基本練習（サーブ、パス、サーブレシーブ、アタックレシーブ、アタック） 

応用練習 

３月 

体力・体幹トレーニング 

基本練習（サーブ、パス、サーブレシーブ、アタックレシーブ、アタック） 

実践練習 

参加予定大会 

中体連新人大会（９月） 

大田区民大会（１２月） 

冬季大会（２月） 

招待試合の大会（３月） 

 

  



大田区立大森第六中学校 女子バレー部 ９月～３月活動計画 

曜日 活動時間・活動場所・休養日 

日 体育館で練習又は試合（大会参加以外は土日どちらか休養日） 

月 休養日 

火 １６：００～１８：００ 体育館  

水  ７：３０～ ８：００ 体育館   

木 １６：００～１８：００ 体育館  

金 １６：００～１８：００ 上校庭  

土 体育館で練習又は試合（大会参加以外は土日どちらか休養日） 

※ 定期試験前後の一定期間は、学校全体の部活動休養日を設ける。 

※ 長期休業期間の活動計画は、別途公表する。 

 

  



大田区立大森第六中学校 バスケットボール部 

年間目標 目標に向かって努力することで、応援されるチームを目指していく 

部員数 令和３年９月１日現在    男子１６名   女子７名 

活動日 月、水、木、金、土又は日 

活動時間 平日 １６：００～１８：００ 休日 
８：００～１１：００ 

１４：００～１７：００ 

休養日 火、土又は日 

主な活動予定 

９月 

基本練習、チーム練習 

体力強化練習 

新人戦 

10月 

基本練習、チーム練習 

体力強化練習 

新人戦 

11月 

基本練習、チーム練習 

体力強化練習 

新人戦 

12月 

基本練習、チーム練習 

体力強化練習 

 

１月 

基本練習、チーム練習 

体力強化練習 

 

２月 

基本練習、チーム練習 

体力強化練習 

 

３月 

基本練習、チーム練習 

体力強化練習 

コーディネーショントレーニング 

参加予定大会 

新人大会 

冬季大会 

区民大会 

 

  



大田区立大森第六中学校 バスケットボール部 ９月～３月活動計画 

曜日 活動時間・活動場所・休養日 

日 体育館で練習又は試合（大会参加以外は土日どちらか休養日） 

月 １６：００～１８：００ 学校周辺（洗足池公園等） 

火 休養日 

水 １６：００～１８：００ 体育館  

木 １６：００～１８：００ 学校周辺（洗足池公園等） 

金 １６：００～１８：００ 体育館  

土 体育館で練習又は試合（大会参加以外は土日どちらか休養日） 

※ 定期試験前後の一定期間は、学校全体の部活動休養日を設ける。 

※ 長期休業期間の活動計画は、別途公表する。 

 

  



大田区立大森第六中学校 野球部 

年間目標 「野球」を通じて礼儀、協調性、努力する心などの人としての力を高める。 

部員数 令和３年９月１日現在    男子２９名    

活動日 月、火、木、金、土又は日 

活動時間 平日 １６：００～１８：００ 休日 ８：００～１１：００ 

休養日 水、土又は日 

主な活動予定 

９月 

野球の練習 

秋季新人大会参加 

 

10月 

野球の練習 

練習試合 

 

11月 

野球の練習 

練習試合 

 

12月 

基礎体力づくり 

野球の練習 

 

１月 

基礎体力づくり 

野球の練習 

 

２月 

基礎体力づくり 

野球の練習 

 

３月 

野球の練習 

練習試合 

 

参加予定大会 

９月～１０月 秋季新人大会 

（１０月    都大会） 

３月     大田杯 

       下町杯 

 

  



大田区立大森第六中学校 野球部 ９月～３月活動計画 

曜日 活動時間・活動場所・休養日 

日 中校庭で練習又は試合（大会参加以外は土日どちらか休養日） 

月 １６：００～１８：００ 中校庭 

火 １６：００～１８：００ 下校庭 

水 休養日 

木 １６：００～１８：００ 下校庭 

金 １６：００～１８：００ 中校庭 

土 中校庭で練習又は試合（大会参加以外は土日どちらか休養日） 

※ 定期試験前後の一定期間は、学校全体の部活動休養日を設ける。 

※ 長期休業期間の活動計画は、別途公表する。 

 

  



大田区立大森第六中学校 男子ソフトテニス部 

年間目標 礼儀やマナーなどを身に付けるとともに、技術面の向上を図る。 

部員数 令和３年９月１日現在    男子２８名 

活動日 火、水、金、土 

活動時間 平日 １６：００～１８：００ 休日 ９：００～１２：００ 

休養日 月、木、日 

主な活動予定 

９月 

・トレーニング 

・基礎練習 

・大田区新人大会参加 

10月 

・トレーニング 

・基礎練習 

・秋季区民大会参加 

11月 

・トレーニング 

・基礎練習 

・東京都新人大会参加 

12月 

・トレーニング 

・基礎練習 

・一年生大会参加 

１月 

・トレーニング 

・基礎練習 

 

２月 

・トレーニング 

・基礎練習 

・大田区冬季大会参加 

３月 

・トレーニング 

・基礎練習 

 

参加予定大会 

東京都中学校ソフトテニス新人大会（個人・団体） 

大田区中学校ソフトテニス新人大会（個人・団体） 

秋季区民大会（個人） 

一年生大会（個人・団体） 

大田区中学校ソフトテニス冬季大会（個人・団体） 

 

  



大田区立大森第六中学校 男子ソフトテニス部 ９月～３月活動計画 

曜日 活動時間・活動場所・休養日 

日 休養日（大会がある場合は参加） 

月 休養日 

火 １６：００～１８：００ 下校庭 

水 １６：００～１８：００ 下校庭 

木 休養日 

金 １６：００～１８：００ 下校庭 

土 下校庭で練習又は大会参加 

※ 定期試験前後の一定期間は、学校全体の部活動休養日を設ける。 

※ 長期休業期間の活動計画は、別途公表する。 

 

  



大田区立大森第六中学校 女子ソフトテニス部 

年間目標 礼儀やマナーなどを身に付けるとともに、技術面の向上を図る。 

部員数 令和３年９月１日現在    女子３０名 

活動日 月、木、金、土 

活動時間 平日 １６：００～１８：３０ 休日 ９：００～１２：００ 

休養日 火、水、日 

主な活動予定 

９月 

・トレーニング 

・基礎練習 

・大田区新人大会参加 

10月 

・トレーニング 

・基礎練習 

・秋季区民大会参加 

11月 

・トレーニング 

・基礎練習 

・東京都新人大会参加 

12月 

・トレーニング 

・基礎練習 

・一年生大会参加 

１月 

・トレーニング 

・基礎練習 

 

２月 

・トレーニング 

・基礎練習 

・大田区冬季大会参加 

３月 

・トレーニング 

・基礎練習 

 

参加予定大会 

東京都中学校ソフトテニス新人大会（個人・団体） 

大田区中学校ソフトテニス新人大会（個人・団体） 

秋季区民大会（個人） 

一年生大会（個人・団体） 

大田区中学校ソフトテニス冬季大会（個人・団体） 

 

  



大田区立大森第六中学校 女子ソフトテニス部 ９月～３月活動計画 

曜日 活動時間・活動場所・休養日 

日 休養日（大会がある場合は参加） 

月 １６：００～１８：００ 下校庭 

火 休養日 

水 休養日 

木 １６：００～１８：００ 下校庭 

金 １６：００～１８：００ 下校庭 

土 下校庭で練習又は大会参加 

※ 定期試験前後の一定期間は、学校全体の部活動休養日を設ける。 

※ 長期休業期間の活動計画は、別途公表する。 

 

  



大田区立大森第六中学校 サッカー部 

年間目標 サッカーを通して人間力を高め、仲間との絆を深める。 

部員数 令和３年９月１日現在    男子１７名    

活動日 火、水、木、金、土又は日 

活動時間 平日 １６：００～１８：００ 休日 3 時間 

休養日 月、土又は日 

主な活動予定 

９月 

・体力づくり（体力、筋力、体幹トレーニング） 

・技術エクササイズ 

・戦術的トレーニング 

・新人戦 

10月 

・体力づくり（体力、筋力、体幹トレーニング） 

・技術エクササイズ 

・戦術的トレーニング 

・新人戦 

11月 

・体力づくり（体力、筋力、体幹トレーニング） 

・技術エクササイズ 

・戦術的トレーニング 

12月 

・体力づくり（体力、筋力、体幹トレーニング） 

・技術エクササイズ 

・戦術的トレーニング 

１月 

・体力づくり（体力、筋力、体幹トレーニング） 

・技術エクササイズ 

・戦術的トレーニング 

・冬季大会（区大会） 

２月 

・体力づくり（体力、筋力、体幹トレーニング） 

・技術エクササイズ 

・戦術的トレーニング 

・冬季大会（区大会） 

３月 

・体力づくり（体力、筋力、体幹トレーニング） 

・技術エクササイズ 

・戦術的トレーニング 

参加予定大会 
東京都中学校サッカー新人大会 

冬季大会（区大会） 

 

  



大田区立大森第六中学校 サッカー部 ９月～３月活動計画 

曜日 活動時間・活動場所・休養日 

日 中校庭で練習又は試合（大会参加以外は土日どちらか休養日） 

月 休養日 

火 １６：００～１８：００ 中校庭 

水 １６：００～１８：００ 上校庭 

木 １６：００～１８：００ 中校庭 

金 １６：００～１８：００ 学校内・上校庭 

土 中校庭で練習又は試合（大会参加以外は土日どちらか休養日） 

※ 定期試験前後の一定期間は、学校全体の部活動休養日を設ける。 

※ 長期休業期間の活動計画は、別途公表する。 

 

  



大田区立大森第六中学校 バドミントン部 

年間目標 礼儀・マナー・挨拶を土台に、仲間と共に高め合うチームを目指す。 

部員数 令和３年９月１日現在    女子３４名    

活動日 月、火、金、土 

活動時間 平日 １６：００～１８：００ 休日 ３時間 

休養日 水、木、日 

主な活動予定 

９月 

基礎練習 

応用練習 

区民スポーツ大会（ダブルス）参加 

10月 

応用練習 

実践練習 

新人戦参加（団体・個人（シングルス・ダブルス）） 

11月 
応用練習 

実践練習 

12月 

応用練習 

基礎練習 

 

１月 

応用練習 

実践練習 

 

２月 

実践練習 

冬季大会参加（団体） 

 

３月 

応用練習 

実践練習 

 

参加予定大会 

９月   大田区民スポーツ大会（大田区バドミントン協会） 

１０月  新人大会（東京都中体連） 

２月   冬季大会（東京都中体連） 

 

  



大田区立大森第六中学校 バドミントン部 ９月～３月活動計画 

曜日 活動時間・活動場所・休養日 

日 休養日（大会がある場合は参加） 

月 １６：００～１８：００ 体育館 

火 １６：００～１６：３０ 校庭 

水 休養日 

木 休養日 

金 １６：００～１６：４５ 体育館 

土 体育館で練習又は大会参加 

※ 定期試験前後の一定期間は、学校全体の部活動休養日を設ける。 

※ 長期休業期間の活動計画は、別途公表する。 

 

  



大田区立大森第六中学校 吹奏楽部 

年間目標 一音入魂 

部員数 令和３年９月１日現在    男子２名   女子１７名 

活動日 月、火、木、金、土 

活動時間 平日 １６：００～１８：００ 休日 ９：００～１２：００ 

休養日 水、日 

主な活動予定 

９月 楽器の練習 

10月 楽器の練習 

11月 文化祭（紅葉祭） 

12月 楽器の練習 

１月 新春コンサート（校内） 

２月 楽器の練習 

３月 

洗足区民センターさくらフェスティバル 

卒業式 

大岡山さくらまつり 

参加予定大会 東京都中学校吹奏楽コンクール ８月４日 

 

  



大田区立大森第六中学校 吹奏楽部 ９月～３月活動計画 

曜日 活動時間・活動場所・休養日 

日 休養日 

月 １６：００～１８：００ 音楽室など 

火 １６：００～１８：００ 音楽室など 

水 休養日 

木 １６：００～１８：００ 音楽室など 

金 １６：００～１８：００ 音楽室など 

土 ９：００～１２：００ 音楽室など 

※ 定期試験前後の一定期間は、学校全体の部活動休養日を設ける。 

※ 長期休業期間の活動計画は、別途公表する。 

 

  



大田区立大森第六中学校 美術部 

年間目標 

・先輩と後輩の上下関係をしっかりと守り、社会性を養う。 

・学校行事で看板制作やポスターを盛り上げる。 

・デッサンを行う。 

部員数 令和３年９月１日現在      男子９名   女子２６名 

活動日 火、木 

活動時間 平日 １６：００～１７：００ 休日 なし 

休養日 月、水、金、土、日 

主な活動予定 

９月 

・模写 

・文化祭看板下書きづくり 

・美術部コンテスト 

10月 

・文化祭看板制作（本番） 

・模写 

 

11月 

・学習成果発表会 模写作品制作。 

・スケッチ、デッサン 

 

12月 

・学習成果発表会 模写作品制作。 

・美術部コンテスト。 

・スケッチ、デッサン 

１月 

・学習成果発表会 模写作品制作。 

・スケッチ、デッサン 

 

２月 

・学習成果発表会 模写作品制作。 

・美術部コンテスト 

 

３月 

・学習成果発表会 模写作品制作。 

・スケッチ、デッサン 

 

参加予定大会 

ポスターコンクール制作 

・人権、環境教育、緑化運動、トンボコンクール、防災、薬物乱用それぞれ 

一つ選んで出品する。（自由参加） 

 

  



大田区立大森第六中学校 美術部 ９月～３月活動計画 

曜日 活動時間・活動場所・休養日 

日 休養日 

月 休養日 

火 １６：００～１７：００ 美術室 

水 休養日 

木 １６：００～１７：００ 美術室 

金 休養日 

土 休養日 

※ 定期試験前後の一定期間は、学校全体の部活動休養日を設ける。 

※ 長期休業期間の活動計画は、別途公表する。 

 

  



大田区立大森第六中学校 演劇部 

年間目標 文化祭と区発表会、都発表会をめざし、演技力や表現力を磨く。 

部員数 令和３年９月１日現在    男子４名   女子１５名 

活動日 火、木 

活動時間 平日 １６：００～１８：００ 休日 なし 

休養日 月、水、金、土、日 

主な活動予定 

９月 

・発声練習・体力作りトレーニング 

・文化祭と区発表会に向けて練習 

 

10月 

・発声練習・体力作りトレーニング 

・文化祭と区発表会に向けて練習 

 

11月 

・発声練習・基礎体力強化トレーニング 

・動作の基礎練習 

・応用練習 

12月 

・発声練習・基礎体力強化トレーニング 

・動作の基礎練習 

・応用練習 

１月 

・発声練習・基礎体力強化トレーニング 

・動作の基礎練習 

・応用練習 

２月 

・発声練習・基礎体力強化トレーニング 

・動作の基礎練習 

・新年度の部活紹介に向けて練習 

３月 

・発声練習・基礎体力強化トレーニング 

・新年度の部活紹介に向けて練習 

 

参加予定大会 大田区連合学芸会 

 

  



大田区立大森第六中学校 演劇部 ９月～３月活動計画 

曜日 活動時間・活動場所・休養日 

日 休養日 

月 休養日 

火 １６：００～１８：００ 学習室 

水 休養日 

木 １６：００～１８：００ 学習室 

金 休養日 

土 休養日 

※ 定期試験前後の一定期間は、学校全体の部活動休養日を設ける。 

※ 長期休業期間の活動計画は、別途公表する。 

 



大田区立大森第六中学校 自然科学部 

年間目標 学校周辺の自然環境を調べることで、地球全体の課題解決に向けて考察する。 

部員数 令和３年９月１日現在    男子１８名   女子１名 

活動日 月、木 

活動時間 平日 １６：００～１８：００ 休日 なし 

休養日 火、水、金、土、日 

主な活動予定 

９月 
・班に分かれて、調査活動し、まとめ、考察する。 

・安全に配慮し実験・観察を行う。 

10月 
・班に分かれて、調査活動し、まとめ、考察する。 

・安全に配慮し実験・観察を行う。 

11月 

・班に分かれて、調査活動し、まとめ、考察する。 

・安全に配慮し実験・観察を行う。 

・プレゼン発表のリハーサルを行う。 

・大田区生徒理科研究発表会に参加する。 

12月 

・班に分かれて、調査活動し、まとめ、考察する。 

・安全に配慮し実験・観察を行う。 

 

１月 

・班に分かれて、調査活動し、まとめ、考察する。 

・安全に配慮し実験・観察を行う。 

・グリーンサイエンスに参加、発表する。 

２月 

・班に分かれて、調査活動し、まとめ、考察する。 

・安全に配慮し実験・観察を行う。 

 

３月 

・班に分かれて、調査活動し、まとめ、考察する。 

・安全に配慮し実験・観察を行う。 

・新入生部活説明会のための準備をする。 

参加予定大会 

 

１１月６日大田区生徒理科研究発表会 

 

 

  



大田区立大森第六中学校 自然科学部 ９月～３月活動計画 

曜日 活動時間・活動場所・休養日 

日 休業日 

月 １６：００～１８：００ 理科室 

火 休業日 

水 休業日 

木 １６：００～１８：００ 理科室 

金 休業日 

土 休業日 

※ 定期試験前後の一定期間は、学校全体の部活動休養日を設ける。 

※ 長期休業期間の活動計画は、別途公表する。 

 

  



大田区立大森第六中学校 家庭科部 

年間目標 制作活動を通して、生活を豊かにする。 

部員数 令和３年９月１日現在    女子１１名 

活動日 月、木 

活動時間 平日 １６：００～１７：００ 休日 なし 

休養日 火、水、金、土、日 

主な活動予定 

９月 

作品制作 

調理実習 

 

10月 

作品制作 

調理実習 

 

11月 

作品制作 

調理実習 

 

12月 

作品制作 

調理実習 

 

１月 

作品制作 

調理実習 

 

２月 

作品制作 

調理実習 

 

３月 

作品制作 

調理実習 

学習成果発表会展示 

参加予定大会 
 

 

 

  



大田区立大森第六中学校 家庭科部 ９月～３月活動計画 

曜日 活動時間・活動場所・休養日 

日 休養日 

月 １６：００～１７：００ 被服室又は調理室 

火 休養日 

水 休養日 

木 １６：００～１７：００ 被服室又は調理室 

金 休養日 

土 休養日 

※ 定期試験前後の一定期間は、学校全体の部活動休養日を設ける。 

※ 長期休業期間の活動計画は、別途公表する。 

 

 


