
1 2 3 4 5 6 朝 放
１年 火1 火2 火3 火4 火5 火6

２年 火1 火2 火3 火4 火5 火6

３年 火1 火2 火3 火4 火5 火6

合唱祭 卓球県大会（個人） １年 合唱 合唱 合唱 合唱 合唱

※給食なし ２年 合唱 合唱 合唱 合唱 合唱

３年 合唱 合唱 合唱 合唱 合唱

女バス大会 １年
文化の日 ２年

３年
仲良し音楽会 １年 金1 金2 金4 金5 金３ 金6

２年 金1 金2 金4 金5 金３ 金6

３年 金1 金2 金4 金5 金３ 金6

埼玉県駅伝 １年
２年
３年
１年
２年
３年

学年会議 １年 月1 月2 月3 月4 月5

２年 月1 月2 月3 月4 月5

Ｃ期時間割開始 ３年 月1 月2 月3 月4 月5

教育相談・三者相談① 45分授業 １年 火1 火2 火3 火4 相談 相談

１２：２０給食 ２年 火1 火2 火3 火4 相談 相談

３年 火1 火2 火3 火4 相談 相談

教育相談・三者相談② 45分授業 １年 水2 水3 水5 水6 相談 相談

１２：２０給食 ２年 水2 水3 水5 水6 相談 相談

３年 水2 水3 水5 水6 相談 相談

教育相談・三者相談③ 45分授業 １年 木1 木3 木4 木5 相談 相談

１２：２０給食 ２年 木1 木3 木4 木5 相談 相談

３年 木1 木3 木4 木5 相談 相談

教育相談・三者相談④ 45分授業 １年 金1 金2 金3 金4 相談 相談

１２：２０給食 ２年 金1 金2 金3 金4 相談 相談

３年 金1 金2 金3 金4 相談 相談

１年
２年
３年
１年
２年
３年
１年

県民の日 ２年
３年

教育相談・三者相談⑤ 45分授業 １年 月2 水4 水5 月5 相談 相談

全校朝会 ２年 月2 水4 水5 月5 相談 相談

１２：２０給食 ３年 月2 水4 水5 月5 相談 相談

１年 水1 水2 水3 水4 水5 水6

２年 水1 水2 水3 水4 水5 水6

３年 水1 水2 水3 水4 水5 水6

第７回専門委員会 １年 木1 木2 木3 木4 木5 専門

２年 木1 木2 木3 木4 木5 専門

３年 木1 木2 木3 木4 木5 専門

第７回生徒協議会 １年 金1 金2 金3 金4 金5 金6

２年 金1 金2 金3 金4 金5 金6

安全点検日 ３年 金1 金2 金3 金4 金5 金6

学校公開　弁当 １年 火1 火3 火4 火5 火6

PTA家庭教育学級（体育館） ２年 火1 火3 火4 火5 火6

３年①②　２年③④ ３年 火1 火3 火4 火5 火6

１年
２年
３年

振替休 １年
２年
３年

生徒会朝会（図書委員） １年 水1 水2 水3 水4 水5

職員会議 ２年 水1 水2 水3 水4 水5

３年 水1 水2 水3 水4 水5

１年
勤労感謝の日 ２年

３年
⑤⑥２年体育館 １年 木1 木2 木3 木4 木5 木6

２年 木1 木2 木3 木4 木5 木6

テスト前諸活動停止 ３年 木1 木2 木3 木4 木5 木6

１年 金1 金2 金3 金4 金5 金6

２年 金1 金2 金3 金4 金5 金6

テスト前諸活動停止 ３年 金1 金2 金3 金4 金5 金6

１年
２年

テスト前諸活動停止 ３年
１年
２年

テスト前諸活動停止 ３年
開校記念日 １年

２年
テスト前諸活動停止 ３年
期末テスト① １年 数学 英語 理科

２年 国語 理科 保体

３年 数学 理科 国語

期末テスト② 1年 社会 国語 保体 学年

2年 数学 社会 英語 学年

3年 英語 社会 保体 技家

30 水 × × 〇〇

29 火 × × ××

28 月

26 土

27 日

25 金 × × 〇〇

24 木 × × 〇〇

23 水

22 火 〇 〇 〇〇

21 月

20 日

19 土 × 〇
弁
当

〇

18 金 〇 〇 〇〇

17 木 〇 × 〇〇

16 水 〇 〇 〇〇

15 火 〇 〇 〇〇

13 日

14 月

12 土

11 金 〇 〇 〇〇

10 木 〇 〇 〇〇

9 水 〇 〇 〇〇

8 火 〇 〇 〇〇

7 月 × 〇 〇〇

5 土

6 日

4 金 〇 〇 〇〇

3 木

2 水 × ×
弁
当

×

1 火 〇 〇 〇〇

清
掃

給
食

その他

下校時刻 16:45

日 曜日 校内行事・会議等 校内行事・会議等
授業計画 部活動

令和4年度（2022年度）

11 月　　 行事予定表 部活動終了 16:30


