
６月の行事予定 June 水 無 月

変更の場合は、その都度お伝えします。

日 曜 主な予定等 1組 A班 1組 B班 2組 A班 2組 B班
（うさぎ組） （りす組） （うさぎ組） （りす組）

１ 月 １校時 英語 在宅学習 数学 在宅学習

２校時 理科 課題や 美術 課題や

３校時 国語 スタサプ 理科 スタサプ

２ 火 １校時 在宅学習 英語 在宅学習 数学

２校時 課題や 理科 課題や 美術

３校時 スタサプ 国語 スタサプ 理科

３ 水 １校時 社会 在宅学習 英語 在宅学習

２校時 美術 課題や 国語 課題や

３校時 数学 スタサプ 社会 スタサプ

４ 木 １校時 在宅学習 社会 在宅学習 英語

２校時 課題や 美術 課題や 国語

３校時 スタサプ 数学 スタサプ 社会

５ 金 １校時 数学 在宅学習 社会 在宅学習

２校時 理科 課題や 国語 課題や

３校時 保体 スタサプ 技術 スタサプ

６ 土

７ 日

８ 月 B班 集金日 １校時 在宅学習 数学 在宅学習 社会

15,000円 ２校時 課題や 理科 課題や 国語

３校時 スタサプ 保体 スタサプ 技術

９ 火 A班 集金日 １校時 社会 在宅学習 数学 在宅学習

15,000円 ２校時 国語 課題や 家庭 課題や

３校時 技術 スタサプ 音楽 スタサプ

10 水 １校時 在宅学習 社会 在宅学習 数学

２校時 課題や 国語 課題や 家庭

３校時 スタサプ 技術 スタサプ 音楽

11 木 １校時 音楽 在宅学習 英語 在宅学習

２校時 家庭 課題や 保体 課題や

３校時 英語 スタサプ 理科 スタサプ

12 金 １校時 在宅学習 音楽 在宅学習 英語

２校時 課題や 家庭 課題や 保体

３校時 スタサプ 英語 スタサプ 理科

日 曜 主な予定等 １校時 ２ ３ ４ ５ ６ 放課後

15 月 月１ 月２ 月３ 月４ 13:45下校
16 火 火１ 火２ 火３ 火４ 13:45下校
17 水 水１ 水２ 水３ 水４ 13:45下校
18 木 木１ 木２ 木３ 木４ 13:45下校
19 金 金１ 金２ 金３ 道徳 13:45下校
20 土

21 日

22 月 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 水５ 16:00下校
23 火 部活動再開予定 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 18:30下校
24 水 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 18:30下校
25 木 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 18:30下校
26 金 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 金６ 18:30下校
27 土

28 日


