
本校生徒・保護者各位

　この度の緊急事態宣言の解除を受けて、本校では６月１日（月）から全面的に通常の

教育活動を再開します。

　しかしながら、第２波の感染拡大も予想される中、日常生活においても「新しい生活

様式」を意識した暮らし方が求められることとなります。本校生徒の皆さんは、引き続

きあらゆる場面での密閉・密集・密接を避けて行動し、各自の体調管理を心がけてくだ

さい。

　また、失われた授業時間の確保と集団での密集・密接行事を避ける観点から、今年度
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学校再開について

　また、失われた授業時間の確保と集団での密集・密接行事を避ける観点から、今年度

の学校行事を大幅に変更していますので、新しい行事予定表（下記別表）を確認してく

ださい。行事の削減は非常に残念ではありますが、現状を鑑みてご了承いただきたいと

思います。

　なお「新しい生活様式」の具体的な内容については、HPおよびClassi、または教室掲

示で指示しますので、必ず確認してルールを守ってください。

６月１日（月）から、正規授業・クラブ活動等６月１日（月）から、正規授業・クラブ活動等６月１日（月）から、正規授業・クラブ活動等６月１日（月）から、正規授業・クラブ活動等

本校での通常の教育活動を再開します。本校での通常の教育活動を再開します。本校での通常の教育活動を再開します。本校での通常の教育活動を再開します。

＜注意事項＞

※登下校および校内では、可能な限りマスクの着用と手洗い・消毒の励行をお願いします。

※「新しい生活様式」の内容を確認し、各自が感染予防に努めてください。

上記の予定は、今後の状況次第で変更になることがあります。

常に本校からのClassiとHPを確認してください。

※しばらくの間は、スクールバスの運行はありません。

※食堂は、持ち帰り弁当のみの予約販売とします。自動販売機は通常通りの営業です。

※食堂での混雑を避けるために、できるだけ昼食を準備して登校してください。

※クラブ活動・居残り学習も認めますが、必要最小限にしてください。

※今後の学校行事は、大幅に変更になります。常に最新情報を確認してください。

※当面は自家用車での送迎を認めます。付属中学校玄関前に駐車場で乗降させてください。

※中学校玄関前は一方通行です。第３グラウンド側から入り、Ｄ棟横の急坂を下りてください。



1111 月月月月 1111 水水水水 1111 土土土土

2222 火火火火 2222 木木木木 2222 日日日日

3333 水水水水 3333 金金金金 3333 月月月月

4444 木木木木 4444 土土土土 4444 火火火火

5555 金金金金 5555 日日日日 5555 水水水水

6666 土土土土 6666 月月月月 6666 木木木木

7777 日日日日 7777 火火火火 7777 金金金金

8888 月月月月 8888 水水水水 8888 土土土土

9999 火火火火 9999 木木木木 9999 日日日日

別表
８  月

第1回ｵ-ﾌﾟﾝｽｸｰﾙ第1回ｵ-ﾌﾟﾝｽｸｰﾙ第1回ｵ-ﾌﾟﾝｽｸｰﾙ第1回ｵ-ﾌﾟﾝｽｸｰﾙ

４限授業、保護者会(8/6まで)４限授業、保護者会(8/6まで)４限授業、保護者会(8/6まで)４限授業、保護者会(8/6まで)

６限授業、終業式　(7限)６限授業、終業式　(7限)６限授業、終業式　(7限)６限授業、終業式　(7限)

７  月

全学年全学年全学年全学年

課外

                        

3年小論文講座（7限）3年小論文講座（7限）3年小論文講座（7限）3年小論文講座（7限）

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ

　　1学期期末考査　　1学期期末考査　　1学期期末考査　　1学期期末考査

６  月

2,3年2,3年2,3年2,3年

2,3年2,3年2,3年2,3年

課外

1年 教務ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ1年 教務ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ1年 教務ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ1年 教務ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ

3年個人写真撮影3年個人写真撮影3年個人写真撮影3年個人写真撮影

2年 教務ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ2年 教務ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ2年 教務ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ2年 教務ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ

2年 全統記述,駿台記述2年 全統記述,駿台記述2年 全統記述,駿台記述2年 全統記述,駿台記述

3年全統共通テスト①3年全統共通テスト①3年全統共通テスト①3年全統共通テスト①

3年全統共通テスト②3年全統共通テスト②3年全統共通テスト②3年全統共通テスト②

45分授業、6/5まで45分授業、6/5まで45分授業、6/5まで45分授業、6/5まで

１年心電図１年心電図１年心電図１年心電図

課外

10101010 水水水水 10101010 金金金金 10101010 月月月月

11111111 木木木木 11111111 土土土土 11111111 火火火火

12121212 金金金金 12121212 日日日日 12121212 水水水水

13131313 土土土土 13131313 月月月月 13131313 木木木木

14141414 日日日日 14141414 火火火火 14141414 金金金金

15151515 月月月月 15151515 水水水水 15151515 土土土土

16161616 火火火火 16161616 木木木木 16161616 日日日日

17171717 水水水水 17171717 金金金金 17171717 月月月月

18181818 木木木木 18181818 土土土土 18181818 火火火火

19191919 金金金金 19191919 日日日日 19191919 水水水水

20202020 土土土土 20202020 月月月月 20202020 木木木木 全学年全学年全学年全学年

 学校休業日 学校休業日 学校休業日 学校休業日

始業式始業式始業式始業式

頭髪服装検査頭髪服装検査頭髪服装検査頭髪服装検査

第1回漢検第1回漢検第1回漢検第1回漢検

一斉休暇一斉休暇一斉休暇一斉休暇

一斉休暇一斉休暇一斉休暇一斉休暇

学校休業日学校休業日学校休業日学校休業日

山の日山の日山の日山の日

一斉休暇一斉休暇一斉休暇一斉休暇

一斉休暇一斉休暇一斉休暇一斉休暇

全学年全学年全学年全学年

全学年全学年全学年全学年

全学年全学年全学年全学年

1,2年小論文講座(6,7限)     1,2年小論文講座(6,7限)     1,2年小論文講座(6,7限)     1,2年小論文講座(6,7限)     

　　　ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ　　　ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ　　　ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ　　　ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ

　　　ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ　　　ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ　　　ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ　　　ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ

　　　RFD　　　RFD　　　RFD　　　RFD

転入考査転入考査転入考査転入考査

全学年全学年全学年全学年

2,3年2,3年2,3年2,3年

2,3年2,3年2,3年2,3年

2,3年2,3年2,3年2,3年

RFDRFDRFDRFD

3年進研記述①3年進研記述①3年進研記述①3年進研記述①

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ

全学年全学年全学年全学年

全学年全学年全学年全学年

全学年全学年全学年全学年

全学年全学年全学年全学年

木曜日の授業(4限授業)木曜日の授業(4限授業)木曜日の授業(4限授業)木曜日の授業(4限授業)

21212121 日日日日 21212121 火火火火 21212121 金金金金

22222222 月月月月 22222222 水水水水 22222222 土土土土

23232323 火火火火 23232323 木木木木 23232323 日日日日

24242424 水水水水 24242424 金金金金 24242424 月月月月

25252525 木木木木 25252525 土土土土 25252525 火火火火

26262626 金金金金 26262626 日日日日 26262626 水水水水

27272727 土土土土 27272727 月月月月 27272727 木木木木

28282828 日日日日 28282828 火火火火 28282828 金金金金

29292929 月月月月 29292929 水水水水 29292929 土土土土

30303030 火火火火 30303030 木木木木 30303030 日日日日

31313131 金金金金 31313131 月月月月

全学年全学年全学年全学年

全学年全学年全学年全学年

全学年全学年全学年全学年

全学年全学年全学年全学年

1年1年1年1年

第2回ｵ-ﾌﾟﾝｽｸｰﾙ第2回ｵ-ﾌﾟﾝｽｸｰﾙ第2回ｵ-ﾌﾟﾝｽｸｰﾙ第2回ｵ-ﾌﾟﾝｽｸｰﾙ

全学年　全統記述全学年　全統記述全学年　全統記述全学年　全統記述

全学年全学年全学年全学年

英検2次英検2次英検2次英検2次

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ

全学年実力考査ﾞ全学年実力考査ﾞ全学年実力考査ﾞ全学年実力考査ﾞ

2､3年 実力考査2､3年 実力考査2､3年 実力考査2､3年 実力考査

全学年全学年全学年全学年

全学年全学年全学年全学年

全学年全学年全学年全学年

全学年全学年全学年全学年

全学年全学年全学年全学年

全学年全学年全学年全学年

全学年全学年全学年全学年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

スポーツの日スポーツの日スポーツの日スポーツの日

3年駿台共通テスト①3年駿台共通テスト①3年駿台共通テスト①3年駿台共通テスト①

3年全統共通テスト①3年全統共通テスト①3年全統共通テスト①3年全統共通テスト①

3年駿台共通テスト②3年駿台共通テスト②3年駿台共通テスト②3年駿台共通テスト②

3年全統共通テスト②3年全統共通テスト②3年全統共通テスト②3年全統共通テスト②

生徒会選挙6.7限生徒会選挙6.7限生徒会選挙6.7限生徒会選挙6.7限

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ

海の日海の日海の日海の日

全学年全学年全学年全学年

全学年全学年全学年全学年

全学年全学年全学年全学年

全学年全学年全学年全学年

全学年全学年全学年全学年

全学年全学年全学年全学年

全学年全学年全学年全学年

3年進研記述②3年進研記述②3年進研記述②3年進研記述②

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ

頭髪服装検査については、各学年頭髪服装検査については、各学年頭髪服装検査については、各学年頭髪服装検査については、各学年

毎におこなう毎におこなう毎におこなう毎におこなう

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ

1.2年ベネッセ総合学力1.2年ベネッセ総合学力1.2年ベネッセ総合学力1.2年ベネッセ総合学力

第1回英検一次第1回英検一次第1回英検一次第1回英検一次

毎におこなう毎におこなう毎におこなう毎におこなう


