部活動ＰＲ
南中の部活動について
１ 新入１年生は原則、全員加入です。
２ 本入部の前に１週間の仮入部期間があります。この期間でいろいろな部活動を見学し、運営方針や練習日等を
理解した上で入部して下さい。
３ 部活ごとに費用がかかります。服装や用具の金額と内容は参考です。年度ごとに変わることがあります。
４ 部活動名の前に ◎がついている部活動はクラブチームに所属しながらの入部が原則できません。
陸上
計 47 ・1 年生から全員が大会に出場できます。大会には学年別種目（100ｍ、1500ｍなど）
2年
もあります。個人種目だけではなく、リレーや駅伝にも出場します。
男 13 ・技能や走力にかかわらず練習に励むことによって自己記録への挑戦・更新ができます。
女1
・記録会が土・日曜日にあります。市内大会を勝ち抜くと県大会に種目ごとに出られます。
1年
・スパイク 8000 円程度、ユニフォーム 6000 円程度、ウインドブレーカー10000 円
男 18
程度 など〈希望者 T シャツ タイツ など〉
女 15 ・記録会参加費１種目 600 円程度。部費年間 2000 円（予定）
野球
計 25 目標「野球を通じて教室でも活躍できる生徒の育成」
2年
・２０年ぶりの県大会出場を目指し、朝練・放課後・休日の練習もあります
13 人 ・経験者だけでなく、初心者でも男女関係なく入部できます。
1年
・硬式チームに所属している人でも入部可能です。
12 人 ・費用：ユニホーム一式、セカンドバック、ウインドブレーカー、チーム T シャツ等で約 30000
円程度、他、父母会費を徴収しています。
・野球が好きで、自分から率先して練習できる生徒を募集します。
・休日の練習や練習試合等で保護者のご協力をいただいております。
サッカー
計 55 ・
「サッカーを通して学ぶ」内容は『基本的生活習慣・努力の大切さ・人間性』を学び、サッカ
2年
ーもうまくなる。最重要事項は「あいさつ・返事の大きさ・親孝行」
28 人 ・朝練習あり・休日ほとんど活動あり（雨天時も室内で活動する）
1年
＜１年生各個人の予想される諸費用の目安＞
27 人 ・ボール ・ユニフォームパンツ：
（白・青各）２５００円・ユニフォームソックス：
（白・青
各）１０００円・ウインドブレーカー：７千円程度・ベンチコート：７千円程度・保護者会
管理の部費：各学期千円
・朝練習、放課後、休日のすべての練習に参加できる人・参加する強い意志・向上心を持って
いる人の入部をおまちしています。
・休日や放課後に「習い事」やその他の活動があって、欠席となることが最初からわかってい
る人は入部を遠慮してください。
ハンドボール
計 31 ・自分に厳しく人に優しく。最大限に努力する。
2年
・本年度の目標は男女とも関東大会出場を目指す。
12 人 ・朝練あり。土日あり。競技力向上の為のクラブとして夜間・休日の活動が入ります。
1年
・指導者の活動方針にご理解ご協力いただけない方は入部をご遠慮願います。
19 人 ・希望者はシューズ（中・外用合わせて１５０００円程度）
、T シャツ（２５００円程度）
、
ブレーカー（１００００円程度）を購入。スポーツ保険加入。
・クラブとしての活動加入あり。遠征あり。日本協会個人登録料１０００円。
男子
計 16 ・バスケットボールを通じて、技術だけでなく人間性の成長を育み、当たり前の事を当たり前
バスケットボール 2 年
に出来るようにする。挨拶はもちろん、礼儀、マナー、気遣い、感謝、コミュニケーション
8人
これらの日常生活の向上を図る部活動。目標は県大会出場。
1年
・〈本気〉でバスケットがやりたい人のみ入部可能。（初心者でも）
8人
・練習は毎日、朝練あり。
・シューズ７０００円程度。T シャツ２５００円程度、ウインドブレーカー１００００円程
度、日本協会個人登録費１５００円。バスパン（濃紺）１００００円程度

女子
バスケットボール

計 13
2年
9人
1年
4人

男子
バレーボール

計 18
2年
8人
１年
10 人
計 24
2年
10 人
1年
14 人
計 30
2年
14 人
1年
16 人
計 30
2年
15 人
1年
男６
女 19
計 39
2年
男8
女4
1年
男 17
女 10

女子
バレーボール

◎ソフトテニス

◎バドミントン

卓球

剣道

柔道

計 42
2年
男８
女 15
1年
男 11
女９
計 23
2年
12 名
1年
11 名

・正しい生活を心がけ、バスケットボールの練習にも一生懸命取り組む。
・練習は毎日、土日朝練もあり。
・シューズ７０００円程度。T シャツ２５００円程度、ウインドブレーカー１００００円程度、
日本協会個人登録費１５００円。ゲームパンツは３０００円程度、スポーツ保険加入
・1 年生は入学時にチームユニホーム代 5000 円集金（今年度より）
・部費も今年度より徴収する予定です（学期毎に 1000 円程度）
・誰からも応援され、見ている人に感動を与える部を目指す。
・
「礼儀・感謝・努力」を合い言葉に県大会出場を目標にしている。
・朝練、土日もあります。
・シューズ５０００円程度、ゲームパンツ３０００円程度、チームＴシャツ１枚１６００円～
２０００円（いずれも希望注文制）ウインドブレーカー１００００円程度。
・県大会進出を目指している。朝練、土日あり。
・時間を守り、あいさつ、マナーなど、当たり前のことができるようにする。
・シューズ５０００円程度、サポーター１０００円程度、ウインドブレーカー１００００円程
度、T シャツ２０００円程度、部費６０００円
・目標に向けて努力する力をつける。
・毎日活動。朝練・土曜日・日曜日はその月の予定表で確認
・ユニフォーム７０００円程度、ウインドブレーカー１００００円程度、シューズ＆ラケット
１００００円程度、部費年間５０００円
・習い事で定期的に休む人は入部できません。
・技術を身につけるだけでなく、目標を持ち（地区大会優勝、県大会ベスト８）
、その達成に
向けて取り組む力をつける。
・ラケット１００００円程度、シューズ６０００円程度、ユニフォーム１００００円程度、ウ
インドブレーカー１００００円程度（希望者）

＜挨拶、礼儀を身につけ、自分で考えて行動できる生徒の育成＞
・個人戦、団体戦での県大会出場を目標に活動しています。
・卓球台が少なく人数が多いため、ローテ制を導入しました。そのため、本気で卓球部で練習
し、毎日部活動に参加できる生徒のみ募集します。
・土日の練習は月ごとに異なるので、予定表を細かく確認するよう伝えています。
・ラケット１００００円程度。ユニフォーム１００００円程度。ラバー3000 円～6000 円
ウインドブレーカー１００００円程度 部費３０００円程度
その他、大会や試合で費用がかかります。
【目標】
『剣道は剣の理法の修練による人間形成の道である』
（剣道の理念）を実践します。
具体的な目標は、全国・関東上位です。
【資質】声の大きな子は大歓迎です。すぐに上達します。
【資格】現部員の半数が初心者です。1 年生で初段、2～3 年で二段を取得させます。
【費用】入門フルセット一式 5 万～6 万円・ウインドブレーカー1 万円程度
【厚生】長期の休みには、水泳トレーニング、ＢＢＱ、登山、奉仕活動なども行いました
・丈夫な体と礼儀を身につける。
・朝練、土日の練習、出稽古あり。男女一緒の練習。
・柔道着 1 万 6 千円～2 万円程度、全柔連登録費１５００円（登録は自由）。
・部費は集めません。

吹奏楽

計 49
2年
21 人
1年
28 人

・音楽を通して仲間との調和や心の豊かな人間形成を目的としている。
・校内の行事や地域の商業施設、老人ホームなど対外的な活動で演奏する場が多い。
・フルート、クラリネット、トランペット、アルトサックスは個人で購入をお願いしている。
（20 万～30 万円程度）その他の学校借用楽器は、メンテナンス代年間 5 千円。
・ウインドブレーカー１万円程度。部費年間１万円

コンピューター

計 28
2年
15 人
1年
13 人
計 26
2年
11 人
1年
15 人
計 22
2年
15 人
1年
7人

・個人で課題を設定し（RPG、シューティングゲーム等）
、文化祭でその成果を全校生徒に発表
する。
・自分で目標を立てて、コツコツと取り組もう！！

美術

家庭科

・制作を通して美術を楽しんでいます。
・活動は週３日が基本です。
・制作するものによっては、教材費を集金します。
・夏休みには文化祭のステージ壁画を制作します。
・趣味・関心に応じた課題を持ち、技術を習得する。
・活動は週１日。バザー前は毎日行う場合あり。短縮授業時も活動あり。
・自分で制作するものは自分で用意する。
（全員同じ物をつくるときは皆で計画を立てて行う）
・夏休みを中心に調理実習を行っている。コツコツとした作業をするのが好きな人を求めます。

