平成３１年度
部活動名

入学説明会 部活動紹介資料
活動目標

練習試合・遠征

経費

その他

グ・ローブ、スパイク、ユニ
フォーム、練習着等、冬用
のウィンドブレーカーを含
め、３～５万円程度かかり
ます。
・グローブ、スパイク、ユニ
フォーム、練習着等、冬用
のウインドブレーカー含め
て1年目に4～5万程度か
かります。
・シューズ、練習試合用ユ
ニフォーム、ウィンドブレー
カー

・１年生４人、２年生７名で活
動しています。初心者でも
大歓迎です。

・謙虚で礼儀正しい生徒
・基礎練習
・向上心をもち、粘り強く努 ・打撃/守備練習
力することができる生徒
・実践形式
・練習試合

・月に２～４回程度

・市大会全勝優勝
・県大会ベスト８
・仲間とともに人として成長
する

・自分の周りの人、道具、
環境への感謝を忘れない
人
・目標に向かって自分に厳
しく努力できる人

・基礎練習
・体作りのトレーニング
・打撃/守備練習
・試合形式の練習

・月に２～4回程度

・市大会３位

・礼儀正しい言動ができる生
徒
・粘り強さや強い意志をもって
部活に取り組む生徒
・集団の一員としての行動が
できる生徒

・ドリブル、パス、シュートな ・月２回程度
ど
・遠征もあり
基本練習
・OF/DF練習
・練習ゲーム

・市大会1勝

・礼儀正しい言動ができる生
徒
・粘り強さや強い意志をもって
部活に取り組む生徒
・集団の一員としての行動が
できる生徒

・ドリブル、パス、シュートな ・月２回程度
ど
・遠征もあり
基本練習
・OF/DF練習
・練習ゲーム

・県大会出場

・あいさつ・返事のできる人間 ・パスなど基礎基本練習
・逆境に負けない人間
・レシーブ練習
・どんなときでも笑顔でがんば ・練習ゲーム
れる明るい人間

・毎月１，２回
・館林近辺

・３万円程度
シューズ、ゲームパンツ、ト
レーニングシャツ、サポー
ター

・県大会出場

・思いやりのある生徒

・パスなど基礎基本練習
・レシーブ練習
・練習ゲーム

・月３回程度
・遠征有り

・シューズ、ゲームパンツ、 ・現在２年生４人、１年生５
トレーニングシャツ、サ
人計９人で練習しています。
ポーターなど
初心者でも歓迎です。

・県大会団体ベスト４
・県大会個人ベスト８
・関東大会出場

・人の話をよく聞く。
・周りの状況を素早く察知
し、機敏に動く
・元気のよい挨拶、返事を
心掛け、進んで活動する
・最後まであきらめない

・テニスの基礎練習
・前衛・後衛練習
・ゲーム形式
・練習試合
・各種大会参加

・月４回程度
・ラケット、シューズ、ユニ
・団体メンバーは県外の遠 フォーム、ウインドブレー
征もあります。
カー、遠征費、ボール代な
ど

3 男子バスケットボール

4 女子バスケットボール

5 男子バレーボール

6 女子バレーボール

7 男子ソフトテニス

活動内容

・市大会優勝（県大会出
場）
1 軟式野球

2 ソフトボール

目指す人物像

館林市立第二中学校

・2年生3人で練習に励んでいま
す。部員のほとんどが中学からソ
フトを始めました。初心者も歓迎で
す。まずは、ソフトボールを好きに
なるところから始めましょう。

・１年生７人中５人は中学校
からバスケを始め、日々頑
張っています。初心者でも
OK。

・シューズ、練習試合用ユ ・１年生１５人のうちほとんど
ニフォーム、ウィンドブレー の生徒が中学校からバスケ
カー
を始め、日々上達していま
す。初心者でもOK。

・２年生４人、１年生８人で活動
しています。ぜひ入部をお願い
します。損はさせません。お子
様の青春時代はバレーボール
でお願いします。

・現在２年生７人、１年生３
人計１０人で練習していま
す。初心者でも大歓迎で
す。

部活動名

活動目標
・県大会出場
・技術力・精神力の向上

8 女子ソフトテニス

9 男子卓球

10 女子卓球

11 サッカー

12 陸上競技

13 水泳

14 剣道

目指す人物像

活動内容

・仲間を大切にできる生徒 ・テニスの基礎練習
・自らの目標を持ち、それ ・前衛・後衛練習
に向かって挑戦し続けられ ・ゲーム形式
る生徒

練習試合・遠征
・月2～3回程度

・県大会団体上位入賞、地 ・一つ一つの物事に丁寧に ・筋力トレーニング、素振り ・月に１～２回程度
区推薦枠獲得
取り組み、思考し、自ら積 ・基礎練習、多球練習
・人間力の向上
極的に行動する生徒
・発展的な練習、課題練習
・チームのことを考え、チー ※時期と上達具合で変わり
ムのために頑張れる生徒 ます
・仲間を大切にし、技術と
精神の向上を目指す

・各自の目標達成を目指
し、こつこつ努力できる生
徒
・卓球が大好きな生徒

・素振り、フットワーク、
・基本練習
・実践練習

・サッカーを楽しみながら、 ・目標に向かって努力を続 ・基礎的な技術練習
体力・技術・精神力・人間 けられる人
・個人戦術
力の向上を目指していく
・周りの状況を観て、適切 ・グループ戦術
な判断をして行動できる人 ・ゲーム
・市大会総合優勝
・自分の定めた目標に向か ・陸上競技各種目の練習
・県大会上位入賞
い、継続した努力ができる
人

・月に１回程度

経費

その他

・ラケット、シューズ、ユニ
フォーム、ウインドブレー
カー、交通費、ボール代な
ど

・現在２年生５人、１年生３
人計８人で練習しています。
初心者でも大歓迎です。基
礎からじっくり身につけ、県
大会を目指しましょう。

・ユニフォーム、ラケット、ラ
バー、シューズ、卓球協会
登録費など
ラバーは半年に一回程度
張り替えます
【参考】
選ぶ物によって変動します
が、今の一年生は４・５月
に計２万円程度必要でした

・今のチームは新人大会で団
体で市大会優勝し、個人も２名
が県大会に出場し上位を目指
しています。初心者でもやる気
があれば大歓迎です。コツコツ
頑張れば必ず上達しますよ！

・スパイク、ショーツ、ソック ・初心者大歓迎です！サッ
スすね当てなど１～２万円 カー好き、サッカーに興味の
程度です
ある人集まれ！
女子も入部可です
・ユニフォーム、スパイク、 ・１年生男子１２人・女子２人
スパッツ、ゼッケン、大会 の計１４人。２年生男子８
参加費など。１年目は２万 人、女子１０人の計１８人で
円程度、２年目からは１万 活動をしています。
円程度の費用が年間を通
してかかります。
・水泳を通じて、心肺機能 ・自分の目標に向かって努 ・5月～8月は、二中プールで ・千代田温水プールでの合 ・水着(大会用・練習用）、 ・地道な練習にもしっかり取
の向上を目指すと共に、目 力できる人
の練習
同練習も予定しています。 キャップ、ゴーグル、セー り組める人を募集します。
標タイムに向けて練習に励 ・スイミングスクールでの練 ・1年を通してスイミングス
ム、プールバック、まきまき
む
習に一生懸命励み、周りへ クールでの各自の練習
タオルなど。
の感謝を忘れない人
・中体連大会への参加
・男女差はありますが、全
てそろえると2万円程度か
かるようです。
・県大会出場
・勉強と部活動を両立させ ・平日の基本練習、土日の ・錬成会や大会は１ヶ月平 ・新しい剣道着防具竹刀等 ・男子2名女子4名で仲良く活
和と協力により心身共にた 応用練習。錬成会。大会
均２回から３回程度
全部揃えると５４、０００円 動しています。初心者歓迎で
くましい生徒を育てる
程度です。その後は竹刀を す。運動の苦手な人でもコツコ
時々購入する程度です。 ツ頑張れば上達します。
・県大会出場

15 吹奏楽

・互いに高め合える生徒
・コツコツと努力できる生徒
・集団の一員として活動で
きる生徒

・現在、部員不足のため一
中と合同チームで活動して
います。（土日に合同練習
や練習試合あり）
・近隣の中学校と合同で練
習をすることがあります。

・演奏練習
・市内外で演奏を聴きに行 ・譜面台、楽器のお手入れ用具、 ・１年生4名（女子4）２年生5名
チューナー。楽器にもよりますが （男子2，女子3）の計9名で活
・講習会参加
くことがあります。
始めに１万円程度かかります。 動しています。1年生は楽器の
・老人ホームや地区祭りなど
・手入れ用具は消耗品です。各 持ち方から先輩に習い日々上
での依頼演奏
自必要に応じて買い足します。
楽器は学校から貸し出せます。

16 美術

・2年生5人、１年生６人と先生
で元気に活動しています。全
員初心者ですが、卓球のおも
しろさにはまっています。

・画力向上
・提出期限厳守

・自分の目標に向かって努 ・イラスト制作
力できる人
・コンテスト出品

・特になし

達しています。コンクールに向
け金管、打楽器、低音パート募
集中です！

・各自必要な画材を準備す ・季節のイラストやコンクー
る。
ルの作品を制作していま
す。

