
 

 

令和４年度 福岡県立小郡高等学校 
運動部・文化部活動の活動方針及び活動計画 

 
１ 学校の教育目標 

・豊かな人間性と幅広い教養を身に付け、たくましい精神力と強靭な体力をもとに、力強
く生き抜く人材の育成を目指す。 

・国際的な視野で物事を考え、地域社会に貢献する意志と意欲を持つ人材（グローカル人
材）の育成を目指す。 

 
２ 部活動の方針 

・スポーツ・文化に興味・関心を持つ同行の生徒の自主的・自発的な参加により、顧問教
員の指導・助言を得ながら、スポーツ・文化に親しみ、体力や技能の向上を図る。 

・異年齢集団での活動を通して規範意識や社会性の育成を図り、個人が役割を持つことで
自己存在感を高め、責任感を養う場とする。 

・挨拶や容儀など集団生活を営む上での基本的生活態度を確立させ、感謝や思いやり等人
間性の育成を目指し、良好な人間関係を構築する礎とする。 

 
３ 運動部活動公式戦年間計画 
（１）高体連関係 
 ア 南部ブロック予選 

 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 

5/13･14･15 

久留米総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ県立陸上競技場 

9/3･4 

久留米総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ県立陸上競

技場 

6/25･26 

久留米総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

県立陸上競技場 

駅 伝 
 12/10 

筑後川ｻｲｸﾘﾝｸﾞｺｰｽ 

 

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 
4/29･30､5/3･4･7･8 

各学校 他 

12/11･17･18･24･25 

各学校 

6/11･12･18･19 

各学校 

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 
4/23･24･29･30､5/1 

未定 

12/3･4･10･11 

未定 

10/2 

未定 

ｻｯｶｰ 
4/16･17･23･24･29･30､5/7･8 

三潴高校､筑後広域公園 他 

12/3･4･10･11･17･18 

三潴高校､筑後広域公園 他 

 

柔 道 
5/14(団体)  5/15(個人) 

久留米ｱﾘｰﾅ 

10/15(団体)  10/16(個人) 

久留米ｱﾘｰﾅ 

選手権大会 

1/14･15  久留米ｱﾘｰﾅ 

剣 道 
4/29(個人) みづま総合体育館(予定) 

5/14･15(団体) みづま総合体育館(予定) 

10/29･30 

筑後広域体育館(予定) 

 

ﾃﾆｽ 

4/16･17･23･24･29･30､5/1･3･4･5･7 

大牟田港緑地公園､諏訪公園､久留米総合

公園､筑後広域公園､柳川高校 

9/10･11･17･18･19･23･24･25､

10/2 

大牟田港緑地公園､諏訪公園､久

留米総合公園､筑後広域公園､柳

川高校 

 

 
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 

5/27･28･29 

博多の森陸上競技場 

9/17･18 

博多の森森陸上競技場 

国体最終選考会 

7/9･10  

博多の森陸上競技場 



 

 

駅 伝 
10/31 

嘉麻市総合運動公園陸上競技場周辺ｺｰｽ 

  

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 

5/22･28･29､6/4･5 

北部・筑豊ﾌﾞﾛｯｸ各学校 

1/28･29､2/4･5･11･12 

中部・南部ﾌﾞﾛｯｸ各学校 

全国高校選手権大会県予選 

7/9～11/3(予定) 

ｱｸｼｵﾝ福岡 他 

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 

5/21･22 南部地区(予定) 

5/29 桂川町総合体育館(予定) 

1/21･22 

北部地区(予定) 

全日本高校選手権大会県予選 

10/29･30､11/12 福岡市民体

育館又は福岡市総合体育館 

ｻｯｶｰ 

5/14･15･21･22･28･29､6/4･5 

福岡ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ他 

1/14･15･21･22･28･29 

未定 

全国高校選手権大会県予選 

7/23～29  

10/8～13 

福岡ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ 他 

ﾗｸﾞﾋﾞｰ 

4/24､5/1･8･15･

22･28､6/5 

各学校､春日球技

場､ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ 

(予定) 

9/25 ､ 10/9 ･ 16 ･ 23 ･

30､11/6･12 

各学校､春日球技場､

ﾍﾞｽﾄ電器ｽﾀｼﾞｱﾑ 

(予定) 

12/11･18･25､1/8･15･22･29 

各学校､春日球技場､ｸﾞﾛｰﾊﾞ

ﾙｱﾘｰﾅ(予定) 

7人制ﾗｸﾞﾋﾞｰ大会 

5/29､6/11 

各学校､春日競技場 

(予定) 

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 
5/21･22･28･29 

未定 

9/11･17･18･19 

未定 

全国高校選抜大会県予選 

10/30､11/3･12 未定 

柔 道 
5/28･29 

福岡武道館 

10/29･30 

福岡武道館 

選手権大会県予選 

1/28･29 福岡武道館 

剣 道 
5/28･29 

福岡市総合体育館 

11/12･13 

未定 

全国選抜大会県予選 

1/14･15 久留米ｱﾘｰﾅ 

ﾃﾆｽ 

5/14･15 春日公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 

5/21･22 筑豊緑地ﾃﾆｽｺｰﾄ･ﾚｯﾂﾃﾆｽﾊﾟｰｸ飯

塚 (予備日 5･28､6/4) 

10/8･9 小郡市ﾃﾆｽｺｰﾄ､大牟

田港緑地運動公園 

10/10 大牟田港緑地運動公

園､筑後広域公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 

(予備日 10/15､16) 

 

 
（２）高野連関係 
 ア 硬式 

春季大会 選手権予選 秋季大会 筑後地区大会 １年生大会 

3/20～ 
各球場 

7/2～ 
各球場 

9/2～ 
各球場 

4/9～､8/10～ 
各球場 

10/8～ 
各球場 

 
（３）その他 

・野球部 
浮羽･朝倉･小郡地区新人大会（7/30～  各球場） 

 
４ 文化部活動年間計画 

 
主催大会 共催大会 

放 送 
福岡県放送ｺﾝﾃｽﾄ筑後地区大会 4/29 小郡高校 

福岡県高文祭放送ｺﾝﾃｽﾄ筑後地区大会 9/23 明善高校 

 

 

吹奏楽 

第 28回定期演奏会 6/19 小郡市文化会館 

第 61回吹奏楽祭 6/12 久留米ｼﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ 

第 67回福岡吹奏楽ｺﾝｸｰﾙ 7/30 福岡ｻﾝﾊﾟﾚｽ 

第 38回高文祭筑後地区音楽会 10/1 石橋文化ﾎｰﾙ 

第 51回福岡ｱﾝﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾝﾃｽﾄ 12/10 白秋ﾎｰﾙ 

 



 

 

第 56回ﾌﾞﾗｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 1/14 ｱｸﾛｽ福岡 

美 術 

筑後地区美術･工芸展 9月中旬～10月下旬 九州芸文館 

高文祭美術･工芸部門福岡県大会 11月下旬 九州芸文館 

県ﾃﾞｻﾞｲﾝｺﾝﾍﾟ･絵はがきｺﾝｸｰﾙ 2月 

 

書 道 
高文祭筑後地区揮毫大会 9/23 八女学院高校 

高文祭書道部門福岡県揮毫大会 10/8 岡垣ｻﾝﾘｰｱｲ 

 

 

茶 道 お茶会 未定  

郷土研究 校外研修 5回  

琴 高文祭日本音楽部門福岡県大会 11/5 石橋文化ﾎｰﾙ  

 
５ 完全下校時間 
 ・平日      １９：００ 
・休日      １７：００ 
・長期休業期間  １６：４５ 

 
６ 共通の休養日 
（１）定期考査期間 
 ・ ５月１６日～ ５月２４日（１学期中間考査５月２３日～５月２５日）   ９日間 
 ・ ６月２３日～ ７月 ４日（１学期期末考査６月３０日～７月５日）     １２日間 
・ ９月２２日～ ９月２９日（２学期中間考査９月２８日～９月３０日）     ９日間 

 ・１１月１７日～１１月２８日（２学期期末考査１１月２４日～１１月２９日）１２日間 
 ・ ２月 ７日～ ２月１６日（学年末考査２月１４日～２月１７日）    １０日間 

  計５２日間 
（２）その他 
 ・ ８月１２日、１５日、１６日（学校閉庁日）                ３日間 
 ・１２月３１日～１月、２日                         ３日間 
                                    計６日間 
※上記期間中でも公式戦や部の行事（ＯＢ会や初稽古会等）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に連絡します。 

 
７ 各部の活動計画 
 各部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に連絡し

ます。 
 ※新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、大会等の日程が変更されることがあり

ます。 


