
第３学年 令和２年１０月２９日

学 年 通 信 第 ９ 号

１１月の行事予定 November 霜月

日 曜 主な予定等 １校時 ２ ３ ４ ５ ６ 放課後

２ 月 修学旅行 修学旅行 修学旅行 修学旅行 修学旅行 修学旅行 修学旅行

３ 火 文化の日

４ 水 SC勤務日 総合 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 16:20下校
５ 木 短縮 三者面談 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 14:30下校
６ 金 短縮 三者面談 金１ 金２ 金３ 授業 総合 14:30下校
７ 土

８ 日

９ 月 短縮 後期時間割開始 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 総合 15:40下校
10 火 短縮 三者面談 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 14:30下校
11 水 短縮 三者面談 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 14:30下校

SC勤務日
12 木 短縮 三者面談 木１ 木２ 木３ 木５ 学活 14:30下校
13 金 短縮 三者面談 金１ 金２ 金３ 道徳 総合 14:30下校
14 土

15 日

16 月 短縮 簡単清掃 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ JO 打合せ 15:40下校
17 火 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 16:20下校
18 水 短縮 SC勤務日 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 学活 15:40下校
19 木 ＪＯ ＪＯ ＪＯ ＪＯ 学活 総合 16:20下校
20 金 金１ 金２ 金３ 授業 総合 総合 16:20下校
21 土

22 日

23 月 勤労感謝の日

24 火 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 16:20下校
25 水 期末テスト SC勤務日 学習 英語 技家 社会 ＱＵ 14:30下校
26 木 期末テスト 学習 数学 保体 国語 情報モラル 14:30下校
27 金 期末テスト 理科 音美 木３ 木４ 木５ 租税教室 16:20下校
28 土

29 日

30 月 短縮 簡単清掃 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 火６ 15:40下校
１ 火 短縮 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 15:40下校
２ 水 短縮 SC勤務日 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 15:40下校
３ 木 短縮 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 学活 15:40下校
４ 金 金１ 金２ 金３ 道徳 総合 総合 16:20下校
５ 土

短縮 ：45分授業 （それ以外の通常授業は５０分）

1組 2組 3組 5組 6組
11月6日(金) 4校時 英語 国語 理科 野本 中繁

11月20日(金) 4校時 国語 数学 社会 野本 中繁



合唱祭について

１０月３０日(金)１４：００より文化会館(カルピスホール)において、合唱祭が行われます。

日程 午前中 家庭学習(自宅待機)

13:10 3年生集合

14:00 3年生着席

14:10 3年生の部開演

＊マスク着用の上、事前に配布しました受付票に当日の体温を記入してご持参ください。

修学旅行について

11月2日(月)延期されていた修学旅行が、目的地を那須ハイランドパークに変更し、実施されます。

7:10 学校集合 17:45 学校着予定

集金について

過日の保護者会でお伝えしましたように、修学旅行の方面変更に伴い
定期集金を停止させていただきました。なお、集金から旅行費の差額を
三者面談時に返金することになりました。印鑑をご持参ください。

三者面談始まる

11月 5日(木)から三者面談が始まります。自分の将来の姿を
思い浮かべながら、自分の進む道を保護者としっかり話し合っ
てください。そして家族や担任等の話を参考にして最後は自分
で進路を決めて下さい。

11月より校時表が変わります。
コロナ対策として、校時表を通常より 10分遅らせていましたが、日没時間が早くなり下校時間には
暗く、「安全に生徒が下校できるように」と考え校時表を、10分早めることにしました。

登校 8:30(着席)
朝読書・朝学習 8:30～8:40
朝の会 8:40～8:45
1校時 8:50～


