
日日日日 曜曜曜曜 日日日日 曜曜曜曜 日日日日 曜曜曜曜 日日日日 曜曜曜曜 日日日日 曜曜曜曜 日日日日 曜曜曜曜

1111 ㊐㊐㊐㊐ 1111 火火火火 1111 ㊎㊎㊎㊎ 1111 月月月月 1111 火火火火 1111 金金金金

2222 月月月月 2222 水水水水 2222 ㊏㊏㊏㊏ 2222 火火火火 2222 水水水水 2222 土土土土

3333 ㊋㊋㊋㊋ 3333 木木木木 3333 ㊐㊐㊐㊐ 3333 水水水水 3333 木木木木 　　　学年末考査　　　学年末考査　　　学年末考査　　　学年末考査 3333 ㊐㊐㊐㊐

4444 水水水水 4444 金金金金 4444 月月月月 4444 木木木木 4444 金金金金 4444 月月月月

5555 木木木木 5555 土土土土 5555 火火火火 5555 金金金金 5555 土土土土 5555 火火火火 　始業式　始業式　始業式　始業式

6666 金金金金 6666 ㊐㊐㊐㊐ 6666 水水水水 6666 土土土土 6666 ㊐㊐㊐㊐ 6666 水水水水 　入学式　入学式　入学式　入学式

7777 土土土土 7777 月月月月 7777 木木木木 7777 ㊐㊐㊐㊐ 7777 月月月月 7777 木木木木 　桜茶会　桜茶会　桜茶会　桜茶会

8888 ㊐㊐㊐㊐ 8888 火火火火 8888 金金金金 　生活確立週間　生活確立週間　生活確立週間　生活確立週間 8888 月月月月 8888 火火火火 8888 金金金金

9999 月月月月 9999 水水水水 9999 土土土土 9999 火火火火 9999 水水水水 9999 土土土土

10101010 火火火火 10101010 木木木木 10101010 ㊐㊐㊐㊐ 10101010 水水水水 10101010 木木木木 10101010 ㊐㊐㊐㊐

11111111 水水水水 11111111 金金金金 11111111 ㊊㊊㊊㊊ 11111111 ㊍㊍㊍㊍ 　建国記念の日　建国記念の日　建国記念の日　建国記念の日 11111111 金金金金 11111111 月月月月

12121212 木木木木 12121212 土土土土 12121212 火火火火 12121212 金金金金 12121212 土土土土 12121212 火火火火

13131313 金金金金 13131313 ㊐㊐㊐㊐ 13131313 水水水水 13131313 土土土土 13131313 ㊐㊐㊐㊐ 13131313 水水水水

14141414 土土土土 14141414 月月月月 14141414 木木木木 14141414 ㊐㊐㊐㊐ 14141414 月月月月 14141414 木木木木

15151515 ㊐㊐㊐㊐ 15151515 火火火火 15151515 金金金金 　センター激励会　センター激励会　センター激励会　センター激励会 15151515 月月月月 15151515 火火火火 15151515 金金金金

16161616 月月月月 16161616 水水水水 16161616 土土土土 　センター試験　センター試験　センター試験　センター試験 16161616 火火火火 16161616 水水水水 16161616 土土土土

17171717 火火火火 17171717 木木木木 17171717 ㊐㊐㊐㊐ 17171717 水水水水 17171717 木木木木 17171717 ㊐㊐㊐㊐

18181818 水水水水 18181818 金金金金 18181818 月月月月 18181818 木木木木 18181818 金金金金 18181818 月月月月

19191919 木木木木 19191919 土土土土 19191919 火火火火 19191919 金金金金 19191919 土土土土 19191919 火火火火

20202020 金金金金 20202020 ㊐㊐㊐㊐ 20202020 水水水水 20202020 土土土土 20202020 ㊐㊐㊐㊐ 20202020 水水水水

21212121 土土土土 21212121 月月月月 21212121 木木木木
マラソン大会前健康診断マラソン大会前健康診断マラソン大会前健康診断マラソン大会前健康診断

21212121 ㊐㊐㊐㊐ 21212121 ㊊㊊㊊㊊ 21212121 木木木木

22222222 ㊐㊐㊐㊐ 22222222 火火火火 22222222 金金金金 22222222 月月月月 22222222 火火火火 22222222 金金金金

23232323 ㊊㊊㊊㊊ 23232323 ㊌㊌㊌㊌ 　天皇誕生日　天皇誕生日　天皇誕生日　天皇誕生日 23232323 土土土土 23232323 火火火火 23232323 水水水水 23232323 土土土土

24242424 火火火火 24242424 木木木木 24242424 ㊐㊐㊐㊐ 24242424 水水水水 24242424 木木木木 24242424 ㊐㊐㊐㊐

25252525 水水水水 25252525 金金金金
　ウィンタースクール　ウィンタースクール　ウィンタースクール　ウィンタースクール

25252525 月月月月 25252525 木木木木 25252525 金金金金 25252525 月月月月

26262626 木木木木 26262626 土土土土 26262626 火火火火 26262626 金金金金 26262626 土土土土 26262626 火火火火

27272727 金金金金 27272727 ㊐㊐㊐㊐ 27272727 水水水水 27272727 土土土土 27272727 ㊐㊐㊐㊐ 27272727 水水水水

28282828 土土土土 28282828 月月月月 28282828 木木木木 28282828 ㊐㊐㊐㊐ 28282828 月月月月 28282828 木木木木

29292929 ㊐㊐㊐㊐ 29292929 火火火火 29292929 金金金金 　月末大掃除　月末大掃除　月末大掃除　月末大掃除 29292929 月月月月 29292929 火火火火 29292929 ㊎㊎㊎㊎

30303030 月月月月 30303030 水水水水 　年末休日　年末休日　年末休日　年末休日 30303030 土土土土 30303030 水水水水 30303030 土土土土

31313131 木木木木 　年末休日　年末休日　年末休日　年末休日 AAAA 31313131 ㊐㊐㊐㊐ 31313131 木木木木

　英単テスト　英単テスト　英単テスト　英単テスト

　漢字テスト　漢字テスト　漢字テスト　漢字テスト

　期末考査成績会議　期末考査成績会議　期末考査成績会議　期末考査成績会議

　朝礼　朝礼　朝礼　朝礼

　期末考査　期末考査　期末考査　期末考査

　英単テスト　英単テスト　英単テスト　英単テスト

　朝礼　朝礼　朝礼　朝礼

　中学前期一般入試　中学前期一般入試　中学前期一般入試　中学前期一般入試

BBBB

AAAA

　終業式　終業式　終業式　終業式

　中学修了証書授与式　中学修了証書授与式　中学修了証書授与式　中学修了証書授与式

AAAA

　転入試験（高校）　転入試験（高校）　転入試験（高校）　転入試験（高校）

AAAA

BBBB

AAAA

AAAA

　英単テスト　英単テスト　英単テスト　英単テスト

　年始休日　年始休日　年始休日　年始休日

　元日　元日　元日　元日

BBBB

　英単テスト　英単テスト　英単テスト　英単テスト

　全校身だしなみ確認日　全校身だしなみ確認日　全校身だしなみ確認日　全校身だしなみ確認日

　英検二次　英検二次　英検二次　英検二次

　高1進路説明会　高1進路説明会　高1進路説明会　高1進路説明会

　新中1学習指導会　新中1学習指導会　新中1学習指導会　新中1学習指導会

　英単テスト　英単テスト　英単テスト　英単テスト

　漢字テスト　漢字テスト　漢字テスト　漢字テスト

AAAA

BBBB

　英単テスト　英単テスト　英単テスト　英単テスト

　人権・同和教育LHR　人権・同和教育LHR　人権・同和教育LHR　人権・同和教育LHR

　朝礼　　朝礼　　朝礼　　朝礼　

AAAA

BBBB

AAAA

BBBB

AAAA

　　　　

　英単テスト　英単テスト　英単テスト　英単テスト

　卒業式　卒業式　卒業式　卒業式

　生徒自宅学習　生徒自宅学習　生徒自宅学習　生徒自宅学習

　新中1入学準備説明会　新中1入学準備説明会　新中1入学準備説明会　新中1入学準備説明会

AAAA

BBBB

 中学面接入試 中学面接入試 中学面接入試 中学面接入試

　成人の日　成人の日　成人の日　成人の日

BBBB

BBBB

AAAA

BBBB

AAAA

BBBB

　文化の日　文化の日　文化の日　文化の日

　高３　１１月進研マーク　高３　１１月進研マーク　高３　１１月進研マーク　高３　１１月進研マーク

　月末大掃除　月末大掃除　月末大掃除　月末大掃除

BBBB

　漢字テスト　漢字テスト　漢字テスト　漢字テスト

　防衛大学入試　　私学振興大会　防衛大学入試　　私学振興大会　防衛大学入試　　私学振興大会　防衛大学入試　　私学振興大会

　PTA評議員会③　PTA評議員会③　PTA評議員会③　PTA評議員会③

　朝礼　朝礼　朝礼　朝礼

　中学対象大坂氏講演会　中学対象大坂氏講演会　中学対象大坂氏講演会　中学対象大坂氏講演会

　朝礼　朝礼　朝礼　朝礼

　高２以下遠足　高２以下遠足　高２以下遠足　高２以下遠足

　漢字テスト　漢字テスト　漢字テスト　漢字テスト

　学習時間調査　学習時間調査　学習時間調査　学習時間調査

　後期生徒総会　後期生徒総会　後期生徒総会　後期生徒総会

　期末考査時間割発表　期末考査時間割発表　期末考査時間割発表　期末考査時間割発表

　ロッカー点検　ロッカー点検　ロッカー点検　ロッカー点検

　終業式【全】　終業式【全】　終業式【全】　終業式【全】

　大掃除（ワックス）　大掃除（ワックス）　大掃除（ワックス）　大掃除（ワックス）

　高校入試会場準備　高校入試会場準備　高校入試会場準備　高校入試会場準備

　朝礼　朝礼　朝礼　朝礼

　中学後期一般入試　中学後期一般入試　中学後期一般入試　中学後期一般入試

　朝礼　朝礼　朝礼　朝礼AAAA

　三者懇談　　三者懇談　　三者懇談　　三者懇談　

　漢字テスト　漢字テスト　漢字テスト　漢字テスト

AAAA

BBBB

AAAA

BBBB

　勤労感謝の日　勤労感謝の日　勤労感謝の日　勤労感謝の日

　漢字テスト　漢字テスト　漢字テスト　漢字テスト

　松尾豊氏講演会　松尾豊氏講演会　松尾豊氏講演会　松尾豊氏講演会

　朝礼　朝礼　朝礼　朝礼

　振替休日　振替休日　振替休日　振替休日

　　　クラスマッチ　　　クラスマッチ　　　クラスマッチ　　　クラスマッチ

　漢字テスト　漢字テスト　漢字テスト　漢字テスト

　春分の日　春分の日　春分の日　春分の日

　朝礼　衛生委員会　朝礼　衛生委員会　朝礼　衛生委員会　朝礼　衛生委員会

　 始業式　 始業式　 始業式　 始業式

　 みだしなみ確認日　 みだしなみ確認日　 みだしなみ確認日　 みだしなみ確認日

　マラソン大会予備日　マラソン大会予備日　マラソン大会予備日　マラソン大会予備日

　高2進路説明会　高2進路説明会　高2進路説明会　高2進路説明会

　　　　専願高1オリエンテーション専願高1オリエンテーション専願高1オリエンテーション専願高1オリエンテーション

家庭教育大学講座③　高3三者面談(希)

同窓会関東支部　英検一次

飛翔会役員会③

　英検二次　英検二次　英検二次　英検二次

　英単テスト　英単テスト　英単テスト　英単テスト

　英単テスト　英単テスト　英単テスト　英単テスト

　英単テスト　英単テスト　英単テスト　英単テスト

　人権・同和教育LHR　人権・同和教育LHR　人権・同和教育LHR　人権・同和教育LHR

　漢字テスト　漢字テスト　漢字テスト　漢字テスト

　高2　1月進研　高2　1月進研　高2　1月進研　高2　1月進研

　中3・高1進研　中3・高1進研　中3・高1進研　中3・高1進研

　朝礼 　高2勤労体験　朝礼 　高2勤労体験　朝礼 　高2勤労体験　朝礼 　高2勤労体験

　高１表現サポートテスト　高１表現サポートテスト　高１表現サポートテスト　高１表現サポートテスト

　漢字テスト　漢字テスト　漢字テスト　漢字テスト

　家庭学習時間調査　家庭学習時間調査　家庭学習時間調査　家庭学習時間調査

　　　　アドバンステスト⑤　　　　アドバンステスト⑤　　　　アドバンステスト⑤　　　　アドバンステスト⑤

　高校入試　高校入試　高校入試　高校入試

専願高1ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ②専願高1ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ②専願高1ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ②専願高1ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ②

　月末大掃除　月末大掃除　月末大掃除　月末大掃除

　漢字テスト　漢字テスト　漢字テスト　漢字テスト

　国公立前期試験　国公立前期試験　国公立前期試験　国公立前期試験

　朝礼　朝礼　朝礼　朝礼

　学年末考査時間割発表　学年末考査時間割発表　学年末考査時間割発表　学年末考査時間割発表

　卒業式予行　卒業式予行　卒業式予行　卒業式予行

　ロッカー点検　ロッカー点検　ロッカー点検　ロッカー点検

香川県大手前高松中学・高等学校教務　　　　　　平成２７年１０月２１日

　朝礼　朝礼　朝礼　朝礼

3　　月3　　月3　　月3　　月2　　月2　　月2　　月2　　月 4　　月4　　月4　　月4　　月

平成27年度平成27年度平成27年度平成27年度 11月～3月行事予定表 　　　 (生徒版)11月～3月行事予定表 　　　 (生徒版)11月～3月行事予定表 　　　 (生徒版)11月～3月行事予定表 　　　 (生徒版)

11　　月11　　月11　　月11　　月 12　　月 12　　月 12　　月 12　　月 1　　月1　　月1　　月1　　月

BBBB

　朝礼　朝礼　朝礼　朝礼

　漢字テスト　漢字テスト　漢字テスト　漢字テスト

　　中１・２学力推移調査　　中１・２学力推移調査　　中１・２学力推移調査　　中１・２学力推移調査

　漢字テスト　漢字テスト　漢字テスト　漢字テスト

　英単テスト　英単テスト　英単テスト　英単テスト

　マラソン大会　マラソン大会　マラソン大会　マラソン大会

　　　　

　新高1入学準備説明会　新高1入学準備説明会　新高1入学準備説明会　新高1入学準備説明会

　在校生顔写真撮影　在校生顔写真撮影　在校生顔写真撮影　在校生顔写真撮影

　朝礼　朝礼　朝礼　朝礼

　弥生茶会　弥生茶会　弥生茶会　弥生茶会

　飛翔会研修会　飛翔会研修会　飛翔会研修会　飛翔会研修会


