
大田区立雪谷中学校 バレーボール部 

年間目標 

男子バレー部：文武両道と東京都大会ベスト８を目指し、仲間を大切にする心、困難 

なことにも仲間と立ち向かい乗り越える力と自信を育てる。 

女子バレー部：文武両道。バレーボールを楽しむ。 

部員数  男子 30 名 女子 30 名  合計 60 名（令和 3 年 5 月現在） 

活動日 月・火・水・木・金・土か日 

活動時間 平日 16：00～18：00 休日 午前 or 午後 

休養日 木曜日（男子バレー）、金曜日（女子バレー）、土曜日か日曜日 

主な活動予定 

４月 基礎練習 

５月 基礎練習 区大会、ブロック大会（男子バレー部） 

６月 基礎練習 実践練習（練習試合） 

７月 基礎練習 実践練習（練習試合）、東京都選手権大会（男子バレー部） 

８月 基礎練習 練習試合など 区シード権大会 

９月 基礎練習 練習試合など 新人大会（区、ブロック） 

10月 基礎練習 練習試合・都新人大会 

11月 基礎練習 練習試合など 

12月 基礎練習 練習試合など 区民大会、ブロック１年生大会 

１月 基礎練習 練習試合など 

２月 基礎練習 練習試合など 冬季大会 

３月 基礎練習 練習試合など 1 年生大会 

参加予定大会 
新人大会  冬季大会  区民大会  1 年生大会 

東京都大会（男子バレー部） 

週の活動予定 

曜日 活動時間・活動場所・休養日 

日 体育館で練習または大会や練習試合（または休み） 女子バレー部は休み 

月 体育館で練習 

火 体育館で練習 

水 体育館で練習 

木 休み                      女子バレー部は外練習 

金 体育館で練習                  女子バレー部は休み 

土 体育館で練習または大会や練習試合（または休み） 

 



大田区立雪谷中学校 サッカー部 

年間目標 都大会上位入賞を目指す 

部員数 ３年生２０名 ２年生１９名 １年生８名 （令和３年５月現在） 

活動日 月曜日、火曜日、水曜日、金曜日、土曜日 or 日曜日 

活動時間 平日 １６：００～１８：００ 休日 １３：３０～１６：３０ 

休養日 木曜日・土曜日 or 日曜日 

主な活動予定 

４月 練習、練習試合  

５月 練習、練習試合 夏季大会(大田区) 

６月 練習、練習試合 夏季大会(１支部) 

７月 夏季大会(東京都)  練習、練習試合  

８月 夏季大会(関東・全国)  練習、練習試合 

９月 新人大会(大田区)  練習、練習試合 

10月 新人大会(１支部)  練習試合  練習・トレーニング 

11月 新人大会(東京都)  練習試合  練習・トレーニング 

12月 冬季大会(大田区) 練習試合  練習・トレーニング 

１月 中学校交流リーグ  練習・トレーニング 

２月 中学校交流リーグ  練習・トレーニング 

３月 中学校交流リーグ  練習・トレーニング 

参加予定大会 新人大会 冬季大会 中学校交流リーグ 

 

週の活動予定 

曜日 活動時間・活動場所・休養日 

日 練習試合・大会・練習または休養日 

月 走力トレーニング 

火 基本練習・実践練習（校庭半面） 

水 基本練習・個人練習（校庭半面） 

木 休養日 

金 基本練習・個人練習 

土 練習試合・大会・実践練習または休養日 

 

 



大田区立雪谷中学校 ソフトボール部 

年間目標 仲間と切磋琢磨しながら練習し、都大会ベスト１６を目指す 

部員数 ３年 ５名 ２年 ４名 １年 ２名 （令和３年５月現在） 

活動日 月・火・水・木・土 or 日 

活動時間 平日 １６：００～１８：００ 休日 ９：００～１２：００ 

休養日 金・土 or 日 

主な活動予定 

４月 練習 

５月 練習 

６月 ブロック大会（都大会予選） 

７月 東京都夏季選手権大会 練習・練習試合 

８月 練習・練習試合 

９月 練習・練習試合 

10月 ブロック大会（都大会予選） 練習・練習試合 

11月 東京都秋季新人大会 練習・練習試合 

12月 練習 

１月 練習 

２月 練習 

３月 練習・練習試合 

参加予定大会 ブロック予選 東京都夏季選手権大会 東京都秋季新人大会 

 

週の活動予定 

曜日 活動時間・活動場所・休養日 

日 休養日 

月 １６：００～１８：００・校庭 

火 １６：００～１８：００・校庭 

水 １６：００～１８：００・校庭 

木 １６：００～１８：００・校庭 

金 休養日 

土 ９：００～１２：００・校庭 or 合同チーム校庭 

 



大田区立雪谷中学校 野球部 

年間目標 

○野球部の活動を通して、心身ともに鍛え、仲間と協力して目標のために努力し、周囲

の人たちに感謝する心を育てる。 

○上級生を中心に自主的に活動し、仲間を大切にしてお互いに高め合える関係を築く。 

○学校・家庭・部活動のルールを守り、周囲から信頼される組織を作る。 

部員数 
３年生 男子 ８ 名 ２年生 男子 ５ 名 １年生 男子 ２ 名 

（令和３年５月現在） 

活動日 月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、土曜日 or 日曜日 

活動時間 平日 １６：００～１８：００ 休日 １３：３０～１６：３０ 

休養日 水曜日・土曜日 or 日曜日 

主な活動予定 

４月 練習試合 

５月 選手権大会 

６月 選手権大会 

７月 選手権大会、調布地区大会 

８月 シード権大会 

９月 秋季大会  練習、練習試合 

10月 秋季大会       練習試合  練習・トレーニング 

11月 大田リーグへの参加  練習試合  練習・トレーニング 

12月 大田リーグへの参加  練習試合  練習・トレーニング 

１月 大田リーグへの参加  練習・トレーニング 

２月 大田リーグへの参加  練習 

３月 大田杯への参加  練習試合  練習・トレーニング 

参加予定大会 選手権大会  秋季大会  大田リーグ  大田杯 

 

週の活動予定 

曜日 活動時間・活動場所・休養日 

日 練習試合・大会・実践練習または休養日 

月 基本練習・個人練習・トレーニング（校庭隅） 

火 基本練習・個人練習・トレーニング（校庭隅） 

水 OFF 

木 内野ノック・バッティング練習・ミーティング（校庭半面） 

金 内野ノック・バッティング練習・トレーニング（校庭半面） 

土 練習試合・大会・実践練習または休養日 

 

 



大田区立雪谷中学校 バスケットボール部 

年間目標 自主的、自発的な活動を通して、礼儀・感謝・思いやりの心を持ち、健全な心を育てる 

部員数 ４６名（男子３０名 女子１６名）（令和３年５月現在） 

活動日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 

活動時間 平日 １６：００～１８：００ 休日 約３時間 

休養日 日曜日（ただし各大会が入る場合がある） 月曜日  

主な活動予定 

４月 ・基本練習、チーム練習   

５月 ・基本練習、チーム練習  ・選手権大会   

６月 ・基本練習、チーム練習   

７月 ・基本練習、チーム練習   

８月 ・基本練習、チーム練習  ・シード権大会   

９月 ・基本練習、チーム練習  ・新人大会 

10月 ・基本練習、チーム練習  ・新人大会 

11月 ・基本練習、チーム練習  ・体力強化トレーニング（ランニング） 

12月 ・基本練習、チーム練習  ・体力強化トレーニング（ランニング） 

１月 ・基本練習、チーム練習  ・冬季大会 

２月 ・基本練習、チーム練習  ・冬季大会 

３月 ・基本練習、チーム練習  ・体力強化トレーニング（ランニング） 

参加予定大会 

・大田区中学校バスケットボール選手権大会 

・大田区中学校バスケットボールシード権大会 

・大田区中学校バスケットボール新人大会 

・大田区中学校バスケットボール冬季大会 

週の活動計画（４月～３月） 

曜日 活動時間・活動場所・休養日 

日 休養日 or 各大会 

月 休養日 

火 体育館等で２時間練習 

水 体育館等で２時間練習 

木 体育館等で２時間練習 

金 体育館等で２時間練習 

土 体育館等で約３時間練習 or 各大会 or 練習試合 

 



大田区立雪谷中学校 卓球部 

年間目標 自主的、自発的な活動を通して、礼儀・感謝・思いやりの心を持ち、健全な心を育てる 

部員数 ３年生 7 名 ２年生 10 名 １年生 5 名 （令和３年５月現在） 

活動日 月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、土曜日 

活動時間 平日 １６：００～１８：００ 休日 ９：００～１２：００ 

休養日 日曜日 水曜日 

主な活動予定 

４月 ・トレーニング ・基礎練習 

５月 ・トレーニング ・基礎練習 ・春季選手権大会 

６月 ・トレーニング ・基礎練習 

７月 ・トレーニング ・基礎練習、実践練習 

８月 ・トレーニング ・基礎練習、実践練習 

９月 ・トレーニング ・基礎練習、実践練習 ・秋季区民大会 

10月 ・トレーニング ・基礎練習、実践練習 

11月 
・トレーニング ・基礎練習、実践練習 

・大田区新人卓球大会（シングルス、団体戦） 

12月 ・トレーニング  ・基礎練習、実践練習 

１月 
・トレーニング ・基礎練習、実践練習 ・選手権大会  

・区冬季卓球大会（シングルス） 

２月 ・トレーニング ・基礎練習、団体戦練習 ・区冬季卓球大会 

３月 ・トレーニング ・基礎練習、実践練習 

参加予定大会 

大田区卓球部大会（区中体連卓球部事業計画） 

・区春季卓球大会、区卓球選手権大会、区新人卓球大会、区冬季卓球大会 

大田区民卓球大会（大田区卓球連盟主催） 

・春季スポーツ卓球大会、秋季スポーツ卓球大会、選手権大会 

 

週の活動計画 

曜日 活動時間・活動場所・休養日 

日 休養日 

月 16：00～18：00 多目的ホール 

火 16：00～18：00 多目的ホール 

水 休養日 

木 16：00～18：00 多目的ホール 

金 16：00～18：00 多目的ホール 

土 9：00～12：00 多目的ホール 

 

 



大田区立雪谷中学校 硬式テニス部 

年間目標 決まりや時間を守り活動する。 

部員数 70 名（令和 3 年 5 月現在） 

活動日 月・火・木・日曜日   

活動時間 平日  ２時間 休日 日曜日 3 時間 

休養日 水曜日・金曜日・土曜日 

主な活動予定 

４月 第一ブロック大会 個人戦 通常の活動 

５月 都大会 個人戦 通常の活動 

６月 第一ブロック大会 団体戦 通常の活動 

７月 区大会 団体戦 通常の活動 

８月 第一ブロック大会 個人戦（新人）通常の活動 

９月 通常の活動  

10月 都大会 団体戦（新人） 区大会 団体戦 通常の活動 

11月 通常の活動 

12月 通常の活動 

１月 通常の活動 

２月 通常の活動 

３月 通常の活動 

参加予定大会 

区大会（団体戦 7．１0 月 年２回）・第一ブロック大会（個人戦 ４．８月 年２回）・

第一ブロック団体戦（６月）・都大会団体戦（１０月） 

ブロツク大会勝ち上がりの場合都大会あり 

 

週の活動予定 

曜日 活動時間・活動場所・休養日 

日 ８：３０－１２：００ ４面 

月 ４：００－６：００ ３面 

火 ４：００－６：００ 2 面 

水 休み 

木 ４：００－６：００ ３面 

金 休み 

土 休み 



大田区立雪谷中学校 美術部 

年間目標 

・学校行事の際、プログラムの表紙絵やカットを描いたり、装飾物を制作したりする。

その他、学校で発行する冊子の表紙絵なども描く。 

・さまざまな表現方法に挑戦する。 

・学期毎に、部紙を発行する。 

・以上の活動を通じて技能を高める。 

部員数 ４３名（令和３年５月現在） 

活動日 月・水・木曜日 

活動時間 平日 １６：００～１７：３０ 休日 ９：００～１４：００ 

休養日 日・火・金・土曜日 

主な活動予定 

４月 個人制作 集団制作 

５月 個人制作 行事関連の集団制作（学級目標、運動会学級旗） ポスター制作 

６月 部活動 T シャツ制作 個人制作 

７月 個人制作 部紙発行 

８月 個人制作 集団制作 

９月 
蛍雪祭（合唱祭）横看板制作  蛍雪祭プログラム表紙 

ポスター展出展他個人制作 

10月 個人制作 集団制作 

11月 個人制作 集団制作 部紙制作開始 

12月 個人制作 部紙製本  

１月 個人制作 校内展示に向けての制作および展示作業 

２月 蛍雪祭横看板制作 部紙制作 個人制作 

３月 部紙製本 部活動紹介準備他 

参加予定大会 
歯と口の健康週間 ポスター展 

大田区立中学校美術展出展 

 

週の活動予定 

曜日 活動時間・活動場所・休養日 

日 休養日 

月 １６：００～１７：３０ 美術室 

火 年数回実施する場合がある。その際は１６：００～１７：３０ 美術室 

水 １６：００～１７：３０ 美術室 

木 １６：００～１７：３０ 美術室 

金 年数回実施する場合がある。その際は１６：００～１７：３０ 美術室 

土 休養日 

 



大田区立雪谷中学校 生活文化部 

年間目標 自給自足 

部員 ２２名 （令和３年５月現在） 

活動日 火曜日、金曜日 

活動時間 平日 １６：００～１７：００ 休日 なし 

休養日 日、月、水、木、土曜日 

主な活動予定 

４月 畑作業 

５月 畑作業 

６月 畑作業 

７月 畑作業 

８月 畑作業 

９月 畑作業 

10月 畑作業 

11月 畑作業 

12月 畑作業 

１月 畑作業 

２月 畑作業 

３月 畑作業 

参加予定大会 特になし 

 

週の活動予定 

曜日 活動時間・活動場所・休養日 

日  

月  

火 16:00～17:00 畑  

水  

木  

金 16:00～17:00 畑  

土  

 



大田区立雪谷中学校 ハンドメイド部 

年間目標 ソーイング・調理の基礎を身につけ、手づくりのよさへの理解を深める。 

部員数 １４名（男女） 令和 3 年 5 月現在 

活動日 火曜日,木曜日 

活動時間 平日 １６：００～１７：００ 休日 なし 

休養日 日曜日、月曜日、水曜日、金曜日、土曜日 

主な活動予定 

４月 ・ソーイング（バッグ,小物等製作） 

５月 ・ソーイング（バッグ,小物等製作） 

６月 ・ソーイング（バッグ,小物等製作） 

７月 ・ソーイング（バッグ,小物等製作） ・調理（月 1 回程度） 

８月 ・ソーイング（バッグ,小物等製作） 

９月 ・ソーイング（バッグ,小物等製作） 

10月 ・ソーイング（バッグ,小物等製作） 

11月 ・ソーイング（バッグ,小物等製作） 

12月 ・ソーイング（バッグ,小物等製作） ・調理（月 1 回程度） 

１月 ・ソーイング（バッグ,小物等製作） 

２月 ・ソーイング（バッグ,小物等製作） 

３月 ・ソーイング（バッグ,小物等製作） ・調理（月 1 回程度） 

参加予定大会  

 

週の活動予定 

曜日 活動時間・活動場所・休養日 

日 なし 

月 なし 

火 １６：００～１７：００ 被服室・調理室 

水 なし 

木 １６：００～１７：００ 被服室・調理室 

金 なし 

土 なし 

 



大田区立雪谷中学校 吹奏楽部 

年間目標 全ての演奏に魂を込める 

部員数 ３３名（令和３年５月現在） 

活動日 月・火・木・金・土曜日 

活動時間 平日 １６：００～１８：００ 休日 ９：００～１２：００ 

休養日 水・日曜日 

主な活動予定 

４月 入学式・新入生歓迎会・離任式での演奏 

５月 全日本吹奏楽コンクール課題曲クリニックへの参加 

６月 運動会での練習 

７月 ふれあいコンサート 高輪台フェスティバルに出場 

８月 
東京都中学校吹奏楽コンクールに出場 

近隣小学校でのサマーコンサート 

９月 雪谷八幡神社例大祭での奉納演奏 南雪谷自治会御神輿担ぎへの参加 

10月 蛍雪祭舞台発表 

11月 部内ソロコンテスト 

12月 部内アンサンブル発表会 地域のデイサービスでの演奏会 

１月 
大田区立中学校アンサンブル発表会に出場 

東京都中学校アンサンブルコンテストに出場 

２月 都立小山台高校中学生のための管打楽器講習会への参加 

３月 
三年生を送る会・卒業式・歓送式での演奏   

近隣小学校金管バンドクラブ有志との練習会   定期演奏会 

参加予定大会 東京都中学校吹奏楽コンクール  東京都中学校アンサンブルコンテスト  

 

週の活動予定 

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 パート練習、基礎合奏 

火 １６：００～１８：００ 音楽室 パート練習、基礎合奏、セクション練習 

水 休養日 

木 １６：００～１８：００ 音楽室 パート練習、基礎合奏、セクション練習 

金 １６：００～１８：００ 音楽室 パート練習、基礎合奏、曲合奏 

土 ９：００～１３：００ 音楽室 基礎合奏、曲合奏、全体レッスン（不定期） 

 

 


