
令和３年度 福岡県立八幡南高等学校 部活動の活動方針及び活動計画 

 

１ 学校の教育目標 

「鍛え、ほめ、可能性を伸ばす」ことで、全人的な人間教育と生徒ひとり一人の自己実現をめざす。 

【志高くチャレンジ！ 希望を貫け！】 

 

２ 部活動の方針 

・スポーツ庁、文化庁、福岡県教育委員会のガイドライン及び指針に則った活動計画を立て、実施する。 

・部活動実施にあたっては、勝利のみを目指すのではなく、連帯感、責任感の育成とともに、異年齢集団にお

ける上級生、下級生、同級生の間に適切な人間関係を構築できるように指導し、人格の完成に役立てる。 

・生徒の発達段階、体力、技能に応じた活動を行い、過剰な練習にならないように心がけ、生徒自身も専門的

な知識を身につけ、自ら進んで自己の体力に応じた活動や整理体操（ストレッチ）などを行い、自己管理に

努める。 

・「鍛え、ほめ」部員の良さを見つけて肯定的に指導し、厳しい指導のあとにはフォローアップを心がけ、部員

の可能性を伸ばす。 

・日常の練習の中で安全指導を徹底し、生徒の自発的な活動の際も、安全に留意し活動することができるよう

に指導する。 

・部員一人ひとりの尊厳を守り、部活動内におけるいじめの未然防止に努めるとともに、部員相互が認め合え

る人間関係を構築できるように指導する。 

 

３ 部活動公式戦年間計画 

（１）高体連関係 

 ア 北部ブロック予選  ※剣道・テニスは北部・筑豊大会 

 主催大会 
共催大会 

全九州大会予選 全国総体予選 新人大会 

陸 上 5/14・15・16 

本城陸上競技場 

9/4・5 

本城陸上競技場 

6/26・27 

本城陸上競技場 

バスケット 

ボール 

4/24・25、5/1・2・8・9 

八幡・若松地区 

11/6・7、12/4・5・11・12 

小倉・門司・京築地区 

6/12・13・19・20 

各学校（予定） 

バレーボール 4/24・25、5/1・2 

門司・小倉地区 

12/4・5・11・12 

戸畑・八幡地区 

10/2・3・10・11 

未定 

卓 球 4/29、5/１・２ 中間市体育文化センター 10/23・24・30 中間市体育文化センター  

サッカー 4/17・18・24・25・29、5/1・3・8 

（予備日 5/9） 各学校 

12/5・11・12・18・19・25・26、1/8・9 

（予備日 1/10） 各学校 

 

バドミントン 4/24・25（個人） 北九州総合体育館（予定） 

5/8・9（団体）浅生スポーツセンター（予定） 

10/16・17（個人）未定 

10/23・24（団体）浅生ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ（予定） 

 

剣 道 5/15（個人）5/16（団体） 

田川総合体育館（予定） 

10/16（個人）10/17（団体） 

九州国際大学体育館（予定） 

 

弓 道 4/18（個人）5/9（団体） 

浅生スポーツセンター弓道場（予定） 

10/10 

浅生スポーツセンター弓道場（予定） 

 

テニス 4/17・18・24・25・29、5/1（予備日 5/2） 

三萩野庭球場、桃園庭球場、いいづかスポーツリ

ゾートテニスコート、県営筑豊緑地テニス場、 

行橋総合運動公園テニスコート 他 

9/4・5・11・12・18・19（予備日 9/20） 

三萩野庭球場、県営筑豊緑地テニス場、 

いいづかスポーツリゾートテニスコート、 

桃園庭球場 

 



イ 県予選 

 主催大会 
共催大会 

全九州大会予選 全国総体予選 新人大会 

陸 上 5/28・29・30 博多の森陸上競技場 9/18・19 博多の森陸上競技場 国体最終選考会兼学年別対抗選手

権大会 

7/10・11 博多の森陸上競技場 

水 泳 

（競 泳） 

6/12・13 （男子） 総合西市民プール

6/19・20 （女子） 桃園市民プール 

8/28・29 県立総合プール 春季選抜選手権 5/29・30 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏｰｹｯﾄｱｸｱﾊﾟｰｸ桃園（桃園市

民プール） 

バスケット 

ボール 

5/23・29・30、6/5・6 

北部・筑豊ブロック各学校 

1/29・30、2/5・6・11 

中部・南部ブロック各学校 

全国高等学校バスケット選手権大

会県予選 

7/3～11/3（予定）アクシオン福岡 他 

バレーボール 5/22・23 南部地区（予定） 

5/30 桂川町総合体育館（予定） 

1/22・23 北部地区（予定） 全日本バレーボール高等学校選手

権大会県予選 

10/30・31・11/13 福岡市民体育館 

又は 福岡市総合体育館 

卓 球 5/22・23（個人）中間市体育文化センター

（予定） 

5/29・30（団体）久留米アリーナ（予定） 

11/6（個人）11/13・14（団体） 

飯塚市飯塚第一体育館（予定） 

全国選抜卓球（個人）県予選 

1/22 飯塚市飯塚第一体育館 

サッカー 5/15・16・22・23・29・30、6/5・6 

福岡フットボールセンター他 

1/15・16・22・23・29・30 

未定 

全国高等学校サッカー選手権大会

県予選 7/24～30 10/16～11/14 

福岡フットボールセンター 他 

バドミントン 5/22・23（団体） 未定 

5/29・30（個人） 未定 

11/6・7（個人）   未定 

11/13・14（団体） 未定 

 

剣 道 5/29・30 福岡市総合体育館 11/13・14 田川市民体育館、 

西日本工業大学等（調整中） 

全国選抜剣道大会県予選 1/15・16 

久留米アリーナ 

弓 道 4/24・25、5/15・16 

八女市弓道場 

10/16・17 

博多の森弓道場（予定） 

全国選抜大会県予選 

11/13・14 博多の森弓道場 

テニス 5/15・16 春日公園テニスコート 

5/22・23 筑豊緑地・筑豊ハイツコート 

（予備日 5/29・30） 

10/9・10・16 大牟田緑地公園コ

ート、久留米総合運動公園コー

ト（予備日 10/17 大牟田緑地

公園テニスコート 他） 

 

 

 

（２）高野連関係 

 ア 硬式 

春季大会 選手権予選 秋季大会 北九州市内大会 北九州地区新人大会 

3/20～ 

桃園球場 他 

7/3～ 

北九州市民球場 他 

9/3～ 

北九州市民球場 他 

4/10～ 

北九州市民球場 他 

8/4～ 

北九州市民球場 他 

 

 

 

 

 



（３）高文連（高文祭）関係 

ア 北九州支部 

 大会名 期日 会場 

放送・演劇 高文祭演劇部門北九州地区大会 １０月２９日（金）～３１日（日） 北九州芸術劇場 

吹奏楽 高文祭北九州地区音楽会 ９月２５日（土） 黒﨑ひびしんホール 

美術 北九州地区美術・工芸展 ８月２４日（火）～２９日（日） 北九州市立美術館アネックス市民ギャラリー  

書道 北九州地区書道展 ７月２６日（月）～８月１日（日） 北九州市立美術館黒崎市民ギャラリー 

写真 北九州地区写真展 １月１８日（火）～２３日（日） 北九州市立美術館アネックス市民ギャラリー  

文芸 高文祭文芸部門北九州地区大会 ７月１８日（日） 育徳館高校 

 

 

（４）その他 

   なし 

 

４ 完全下校時間 

 ・年間  １９：３０ 

 

５ 共通の休養日 

（１）定期考査期間 

 ・ ５月１４日～ ５月２５日（１学期中間考査５月２１日～５月２６日）   １２日間 

・ ６月１８日～ ６月２９日（１学期期末考査６月２５日～６月３０日）   １２日間 

 ・ ９月２４日～１０月 ４日（２学期中間考査９月３０日～１０月５日）   １１日間 

 ・１１月１８日～１１月２９日（２学期期末考査１１月２５日～１１月３０日） １２日間 

 ・ ２月 ３日～ ２月１５日（学年末考査２月１０日～１６日）       １３日間 

                                  計６０日間 

（２）その他 

 ・ ８月１１日～ ８月１３日（学校閉庁日）                 ３日間 

・１２月２９日～ １月 ３日（年末年始休業日）               ６日間 

                                      計 ９日間 

※上記期間中でも公式試合（定期考査後 10 日以内）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等に連絡します。 

 

６ 各運動部の活動計画 

 部活動ごとに作成した月間（３ヶ月）計画を別途ホームページに掲載しています。 

 ※計画に変更があることもありますので、その際は顧問から生徒を通じて保護者等に連絡します。 

 


