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1 月 17 日

朝打ち７：５５～ ＳＣ 図書司
Ｂ日程 職員会議１４：４５～
ノー部活動デー諸活動停止
生徒完全下校１４：４０
◆横敬・敬八前期試験（一般）
◆学芸 前期Ａ入試
◆成田 入試
◆千敬 前期入試(含:Ｂ推)
◆黎明 前期入試（推薦・一般）

19

Ｂ日程
生徒完全下校１６：４０
◆学芸・黎明 前期Ａ発表

水

１年

月１ 月2 月3 月4

月5

２年

月１ 月2 月3 月4

月5

３年 学年日課

１年 火1 道 火5 火6 火2 火3

２年 火1 火4 道 火6 火2 火3

３年 火1 火4 火5 道 火2 火3

１年 水1 水2 水3 水4 水5 総
２年 水1 水2 水3 水4 水5 総

日

３年 水1 水2 水3 水4 水5 総

20
木

日

21
金

日

朝打ち ７：５５～ Ｂ日程
午後：新入生説明会
生徒完全下校 １６：４０
◆横敬・敬八・千敬
前期入試発表
◆千敬・学芸 入学・１次納金
Ｂ日程 金１～５
生徒完全下校１６：１０
◆公立願書下書き
◆ 横敬・敬八・黎明
入学・１次納金
◆千敬 入学・１次納金〆切

１年 木1 木2 木3 木4 木5 総
２年 木1 木2 木3 木4 木5 総
３年 木1 木2 木3 木4 木5 総

※ICT支援員訪問９：００～１２：００
※タブレット持ち帰り
学校評価アンケート保護者回答
２５日朝まで

◆千敬 併願１次納金〆切

22
土

日

23

)

1 2 3 4 5 6

１７日（月）の午後の日程
１２：００～１２：５５ 給食・昼休み
１３：００～１３：４５ ５校時
１３：５０～１４：０５ 清 掃
１４：１０～１４：２５ 帰りの会
生徒完全下校 １４：４０
※職員会議 １４：４５～
※３年生：学年日課
３校時終了後１１：３０下校

日

火

1 月 23 日

旭市立第一中学校
教育課程

日 程 な ど

Ｂ日程 ＩＣＴの日 火１４５６２３ ※ICT支援員訪問９：００～１２：００
生徒完全下校１６：４０
◆横敬(推薦)
※生徒 タブレットにて
敬八(特別推薦）
学校評価アンケート（道徳の時間）
◆千敬 前期入試(含:一般)
◆黎明 前期入試
(推薦・一般・併願)
◆成田 発表
◆成田１次納金(１９日まで)

18

～

１年 金1 金2 金3 金4 金5
２年 金1 金2 金3 金4 金5
３年 金1 金2 金3 金4 金5

１８日（火）・１９日（水）
・２０日（木）の午後の日程
１２：００～１２：５５ 給食・昼休み
１３：００～１３：４５ ５校時
１３：５５～１４：４０ ６校時
１４：４５～１５：００ 清 掃
１５：０５～１５：２０ 帰りの会
１５：２０～１６：２５ 部活動
生徒完全下校 １６：４０

２１日（金）の午後の日程
１２：００～１２：５５ 給食・昼休
み
１３：００～１３：４５
１３：５０～１４：０５
１４：１０～１４：２５
１４：２５～１５：５５
生徒完全下校

５校時
清 掃
帰りの会
部活動
１６：１０

日

日

来
週
の
予
定

２４日（月） 朝打ちなし ＳＣ 図書司
ノー部活動デー諸活動停止
朝読なし 清掃カット
生徒完全下校１３：４０
第５回教研（ＺＯＯＭ）
※生徒は１５：３０まで自宅学習
◆横敬・敬八・黎明
入学１次納金〆切
２５日（火） Ｂ日程 ＩＣＴの日
生徒完全下校１７：００
◆千葉公立高校願書下書き
◆敬八前期選抜Ⅱ出願(～２６日)

２６日（水） Ｂ日程
ノー部活動デー諸活動停止
朝読の時間
：ＡＢＳの勉強（数学）
生徒完全下校１４：１５
２７日（木） 朝打ち ７：５５～ Ｂ日程
定例生徒協議会（昼休）
生徒完全下校 １６：１０

２８日（金） Ｂ日程 金１～５、木５
生徒完全下校１７：００
◆敬八 前期選抜Ⅱ入試

