
学年　 　　　年　氏名　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 平成３１年　１ 学 期(前期) 学 習 予 定 表 教科　　　　　担当　 　　　　　

４　 　月 ５　 　月      　 ６　月６　 　月      　 ７　月７　 　月      　 ８　月８　 　月

行 新学年・新学期授業スタート4/8(月)～ 行 夏期講習のご案内 行 夏期講習日程確認終了 行 ８月集中授業日程確認終了 行 夏期講習Ⅲ期

新学年授業ガイダンス 4/27(土)～5/6(月)閉室 定期テスト対策 ※２０日(土)授業終了 ８月集中授業Ⅰ～Ⅲ
事

4/27(土)～5/6(月)閉室
事 事

父母面談
事

夏期講習Ⅰ期～Ⅱ期
事

全県模試(公立中学３年生対象)

 1 (月) 閉室  1 (水) 閉室  1 (土)  1 (月) テスト対策  1 (木) 夏講Ⅲ②

 2 (火) 閉室  2 (木) 閉室  2 (日) 閉室  2 (火)  2 (金) 夏講Ⅲ③

 3 (水) 閉室  3 (金)
憲法記念
日：閉室  3 (月) テスト対策  3 (水)  3 (土) 夏講Ⅲ④

 4 (木) 閉室  4 (土)
みどりの
日：閉室  4 (火)  4 (木)  4 (日) 閉室

 5 (金) 閉室  5 (日)
こどもの日：

閉室  5 (水)  5 (金)  5 (月) 閉室

 6 (土) 閉室  6 (月)
振替休日：

閉室 振り替え授業あり  6 (木)  6 (土)  6 (火) 閉室

 7 (日) 閉室  7 (火)  7 (金)  7 (日) 閉室  7 (水) 閉室

 8 (月) 新学年授業開始  8 (水)  8 (土) 夏期講習申込み締切  8 (月) テスト対策  8 (木) 閉室

 9 (火)  9 (木)  9 (日) 閉室  9 (火)  9 (金) 閉室

10 (水) 10 (金)  10 (月) テスト対策  10 (水)  10 (土) 閉室

11 (木) 11 (土)  11 (火)  11 (木)  11 (日)
山の日：閉

室

12 (金) 12 (日) 閉室  12 (水)  12 (金)  12 (月) 8月授業Ⅰ通常授業・テスト対策

13 (土) 13 (月)  13 (木)  13 (土)  13 (火) 8月授業Ⅰ

14 (日) 閉室 14 (火)  14 (金)  14 (日) 閉室  14 (水) 8月授業Ⅰ

15 (月) 15 (水)  15 (土)  15 (月)
うみの日：

閉室 振り替え授業あり  15 (木) 8月授業Ⅰ

16 (火) 16 (木)  16 (日) 閉室  16 (火)  16 (金) 8月授業Ⅱ通常授業・テスト対策

17 (水) 17 (金)  17 (月) テスト対策  17 (水)  17 (土) 8月授業Ⅱ

18 (木) 18 (土)  18 (火)  18 (木)  18 (日) 閉室

19 (金) 19 (日) 閉室  19 (水)  19 (金)  19 (月) 8月授業Ⅱ

20 (土) 20 (月)  20 (木)  20 (土) 授業終了  20 (火) 8月授業Ⅱ

21 (日) 閉室 21 (火)  21 (金)  21 (日) 閉室  21 (水) 8月授業Ⅲ通常授業・テスト対策

22 (月) 22 (水)  22 (土)  22 (月) 夏講Ⅰ① 復習授業  22 (木) 8月授業Ⅲ

23 (火) 23 (木)  23 (日) 閉室  23 (火) 夏講Ⅰ②  23 (金) 8月授業Ⅲ

24 (水) 24 (金)  24 (月) テスト対策  24 (水) 夏講Ⅰ③  24 (土) 8月授業Ⅲ

25 (木) 25 6  25 (火)  25 (木) 夏講Ⅰ④  25 (日) 夏期ｵｰﾌﾟﾝﾃｽﾄ

26 (金) 26 (日) 閉室  26 (水)  26 (金) 夏講Ⅱ① 復習授業  26 (月) 授業開始 テスト対策

27 (土) 27 (月)  27 (木)  27 (土) 夏講Ⅱ②  27 (火)

28 (日) 閉室 28 (火)  28 (金)  28 (日) 閉室  28 (水)

29 (月)
昭和の日：

閉室 29 (水)  29 (土)  29 (月) 夏講Ⅱ③  29 (木)

30 (火) 閉室 30 (木)  30 (日) 閉室  30 (火) 夏講Ⅱ④  30 (金)

31 (金)  31 (水) 夏講Ⅲ① 復習授業  31 (土)



学年　 　　　年　氏名　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 平成３１年　１ 学 期(前期) 学 習 予 定 表 教科　　　　　担当　 　　　　　

４　 　月 ５　 　月      　 ６　月６　 　月      　 ７　月７　 　月      　 ８　月８　 　月

行 新学年・新学期授業スタート4/8(月)～ 行 夏期講習のご案内 行 夏期講習日程確認終了 行 ８月集中授業日程確認終了 行 夏期講習Ⅲ期

新学年授業ガイダンス 4/27(土)～5/6(月)閉室 定期テスト対策 ※２０日(土)授業終了 ８月集中授業Ⅰ～Ⅲ
事

4/27(土)～5/6(月)閉室
事 事

父母面談
事

夏期講習Ⅰ期～Ⅱ期
事

全県模試(公立中学３年生対象)

 1 (月) 閉室  1 (水) 閉室  1 (土)  1 (月) テスト対策  1 (木) 夏講Ⅲ②

 2 (火) 閉室  2 (木) 閉室  2 (日) 閉室  2 (火)  2 (金) 夏講Ⅲ③

 3 (水) 閉室  3 (金)
憲法記念
日：閉室  3 (月) テスト対策  3 (水)  3 (土) 夏講Ⅲ④

 4 (木) 閉室  4 (土)
みどりの
日：閉室  4 (火)  4 (木)  4 (日) 閉室

 5 (金) 閉室  5 (日)
こどもの日：

閉室  5 (水)  5 (金)  5 (月) 閉室

 6 (土) 閉室  6 (月)
振替休日：

閉室 振り替え授業あり  6 (木)  6 (土)  6 (火) 閉室

 7 (日) 閉室  7 (火)  7 (金)  7 (日) 閉室  7 (水) 閉室

 8 (月) 新学年授業開始  8 (水)  8 (土) 夏期講習申込み締切  8 (月) テスト対策  8 (木) 閉室

 9 (火)  9 (木)  9 (日) 閉室  9 (火)  9 (金) 閉室

10 (水) 10 (金)  10 (月) テスト対策  10 (水)  10 (土) 閉室

11 (木) 11 (土)  11 (火)  11 (木)  11 (日)
山の日：閉

室

12 (金) 12 (日) 閉室  12 (水)  12 (金)  12 (月) 8月授業Ⅰ通常授業・テスト対策

13 (土) 13 (月)  13 (木)  13 (土)  13 (火) 8月授業Ⅰ

14 (日) 閉室 14 (火)  14 (金)  14 (日) 閉室  14 (水) 8月授業Ⅰ

15 (月) 15 (水)  15 (土)  15 (月)
うみの日：

閉室 振り替え授業あり  15 (木) 8月授業Ⅰ

16 (火) 16 (木)  16 (日) 閉室  16 (火)  16 (金) 8月授業Ⅱ通常授業・テスト対策

17 (水) 17 (金)  17 (月) テスト対策  17 (水)  17 (土) 8月授業Ⅱ

18 (木) 18 (土)  18 (火)  18 (木)  18 (日) 閉室

19 (金) 19 (日) 閉室  19 (水)  19 (金)  19 (月) 8月授業Ⅱ

20 (土) 20 (月)  20 (木)  20 (土) 授業終了  20 (火) 8月授業Ⅱ

21 (日) 閉室 21 (火)  21 (金)  21 (日) 閉室  21 (水) 8月授業Ⅲ通常授業・テスト対策

22 (月) 22 (水)  22 (土)  22 (月) 夏講Ⅰ① 復習授業  22 (木) 8月授業Ⅲ

23 (火) 23 (木)  23 (日) 閉室  23 (火) 夏講Ⅰ②  23 (金) 8月授業Ⅲ

24 (水) 24 (金)  24 (月) テスト対策  24 (水) 夏講Ⅰ③  24 (土) 8月授業Ⅲ

25 (木) 25 6  25 (火)  25 (木) 夏講Ⅰ④  25 (日) 夏期ｵｰﾌﾟﾝﾃｽﾄ

26 (金) 26 (日) 閉室  26 (水)  26 (金) 夏講Ⅱ① 復習授業  26 (月) 授業開始 テスト対策

27 (土) 27 (月)  27 (木)  27 (土) 夏講Ⅱ②  27 (火)

28 (日) 閉室 28 (火)  28 (金)  28 (日) 閉室  28 (水)

29 (月)
昭和の日：

閉室 29 (水)  29 (土)  29 (月) 夏講Ⅱ③  29 (木)

30 (火) 閉室 30 (木)  30 (日) 閉室  30 (火) 夏講Ⅱ④  30 (金)

31 (金)  31 (水) 夏講Ⅲ① 復習授業  31 (土)



学年　 　　　年　氏名　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 平成３１年　１ 学 期(前期) 学 習 予 定 表 教科　　　　　担当　 　　　　　

４　 　月 ５　 　月      　 ６　月６　 　月      　 ７　月７　 　月      　 ８　月８　 　月

行 新学年・新学期授業スタート4/8(月)～ 行 夏期講習のご案内 行 夏期講習日程確認終了 行 ８月集中授業日程確認終了 行 夏期講習Ⅲ期

新学年授業ガイダンス 4/27(土)～5/6(月)閉室 定期テスト対策 ※２０日(土)授業終了 ８月集中授業Ⅰ～Ⅲ
事

4/27(土)～5/6(月)閉室
事 事

父母面談
事

夏期講習Ⅰ期～Ⅱ期
事

全県模試(公立中学３年生対象)

 1 (月) 閉室  1 (水) 閉室  1 (土)  1 (月) テスト対策  1 (木) 夏講Ⅲ②

 2 (火) 閉室  2 (木) 閉室  2 (日) 閉室  2 (火)  2 (金) 夏講Ⅲ③

 3 (水) 閉室  3 (金)
憲法記念
日：閉室  3 (月) テスト対策  3 (水)  3 (土) 夏講Ⅲ④

 4 (木) 閉室  4 (土)
みどりの
日：閉室  4 (火)  4 (木)  4 (日) 閉室

 5 (金) 閉室  5 (日)
こどもの日：

閉室  5 (水)  5 (金)  5 (月) 閉室

 6 (土) 閉室  6 (月)
振替休日：

閉室 振り替え授業あり  6 (木)  6 (土)  6 (火) 閉室

 7 (日) 閉室  7 (火)  7 (金)  7 (日) 閉室  7 (水) 閉室

 8 (月) 新学年授業開始  8 (水)  8 (土) 夏期講習申込み締切  8 (月) テスト対策  8 (木) 閉室

 9 (火)  9 (木)  9 (日) 閉室  9 (火)  9 (金) 閉室

10 (水) 10 (金)  10 (月) テスト対策  10 (水)  10 (土) 閉室

11 (木) 11 (土)  11 (火)  11 (木)  11 (日)
山の日：閉

室

12 (金) 12 (日) 閉室  12 (水)  12 (金)  12 (月) 8月授業Ⅰ通常授業・テスト対策

13 (土) 13 (月)  13 (木)  13 (土)  13 (火) 8月授業Ⅰ

14 (日) 閉室 14 (火)  14 (金)  14 (日) 閉室  14 (水) 8月授業Ⅰ

15 (月) 15 (水)  15 (土)  15 (月)
うみの日：

閉室 振り替え授業あり  15 (木) 8月授業Ⅰ

16 (火) 16 (木)  16 (日) 閉室  16 (火)  16 (金) 8月授業Ⅱ通常授業・テスト対策

17 (水) 17 (金)  17 (月) テスト対策  17 (水)  17 (土) 8月授業Ⅱ

18 (木) 18 (土)  18 (火)  18 (木)  18 (日) 閉室

19 (金) 19 (日) 閉室  19 (水)  19 (金)  19 (月) 8月授業Ⅱ

20 (土) 20 (月)  20 (木)  20 (土) 授業終了  20 (火) 8月授業Ⅱ

21 (日) 閉室 21 (火)  21 (金)  21 (日) 閉室  21 (水) 8月授業Ⅲ通常授業・テスト対策

22 (月) 22 (水)  22 (土)  22 (月) 夏講Ⅰ① 復習授業  22 (木) 8月授業Ⅲ

23 (火) 23 (木)  23 (日) 閉室  23 (火) 夏講Ⅰ②  23 (金) 8月授業Ⅲ

24 (水) 24 (金)  24 (月) テスト対策  24 (水) 夏講Ⅰ③  24 (土) 8月授業Ⅲ

25 (木) 25 6  25 (火)  25 (木) 夏講Ⅰ④  25 (日) 夏期ｵｰﾌﾟﾝﾃｽﾄ

26 (金) 26 (日) 閉室  26 (水)  26 (金) 夏講Ⅱ① 復習授業  26 (月) 授業開始 テスト対策

27 (土) 27 (月)  27 (木)  27 (土) 夏講Ⅱ②  27 (火)

28 (日) 閉室 28 (火)  28 (金)  28 (日) 閉室  28 (水)

29 (月)
昭和の日：

閉室 29 (水)  29 (土)  29 (月) 夏講Ⅱ③  29 (木)

30 (火) 閉室 30 (木)  30 (日) 閉室  30 (火) 夏講Ⅱ④  30 (金)

31 (金)  31 (水) 夏講Ⅲ① 復習授業  31 (土)



学年　 　　　年　氏名　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 平成３１年　１ 学 期(前期) 学 習 予 定 表 教科　　　　　担当　 　　　　　

４　 　月 ５　 　月      　 ６　月６　 　月      　 ７　月７　 　月      　 ８　月８　 　月

行 新学年・新学期授業スタート4/8(月)～ 行 夏期講習のご案内 行 夏期講習日程確認終了 行 ８月集中授業日程確認終了 行 夏期講習Ⅲ期

新学年授業ガイダンス 4/27(土)～5/6(月)閉室 定期テスト対策 ※２０日(土)授業終了 ８月集中授業Ⅰ～Ⅲ
事

4/27(土)～5/6(月)閉室
事 事

父母面談
事

夏期講習Ⅰ期～Ⅱ期
事

全県模試(公立中学３年生対象)

 1 (月) 閉室  1 (水) 閉室  1 (土)  1 (月) テスト対策  1 (木) 夏講Ⅲ②

 2 (火) 閉室  2 (木) 閉室  2 (日) 閉室  2 (火)  2 (金) 夏講Ⅲ③

 3 (水) 閉室  3 (金)
憲法記念
日：閉室  3 (月) テスト対策  3 (水)  3 (土) 夏講Ⅲ④

 4 (木) 閉室  4 (土)
みどりの
日：閉室  4 (火)  4 (木)  4 (日) 閉室

 5 (金) 閉室  5 (日)
こどもの日：

閉室  5 (水)  5 (金)  5 (月) 閉室

 6 (土) 閉室  6 (月)
振替休日：

閉室 振り替え授業あり  6 (木)  6 (土)  6 (火) 閉室

 7 (日) 閉室  7 (火)  7 (金)  7 (日) 閉室  7 (水) 閉室

 8 (月) 新学年授業開始  8 (水)  8 (土) 夏期講習申込み締切  8 (月) テスト対策  8 (木) 閉室

 9 (火)  9 (木)  9 (日) 閉室  9 (火)  9 (金) 閉室

10 (水) 10 (金)  10 (月) テスト対策  10 (水)  10 (土) 閉室

11 (木) 11 (土)  11 (火)  11 (木)  11 (日)
山の日：閉

室

12 (金) 12 (日) 閉室  12 (水)  12 (金)  12 (月) 8月授業Ⅰ通常授業・テスト対策

13 (土) 13 (月)  13 (木)  13 (土)  13 (火) 8月授業Ⅰ

14 (日) 閉室 14 (火)  14 (金)  14 (日) 閉室  14 (水) 8月授業Ⅰ

15 (月) 15 (水)  15 (土)  15 (月)
うみの日：

閉室 振り替え授業あり  15 (木) 8月授業Ⅰ

16 (火) 16 (木)  16 (日) 閉室  16 (火)  16 (金) 8月授業Ⅱ通常授業・テスト対策

17 (水) 17 (金)  17 (月) テスト対策  17 (水)  17 (土) 8月授業Ⅱ

18 (木) 18 (土)  18 (火)  18 (木)  18 (日) 閉室

19 (金) 19 (日) 閉室  19 (水)  19 (金)  19 (月) 8月授業Ⅱ

20 (土) 20 (月)  20 (木)  20 (土) 授業終了  20 (火) 8月授業Ⅱ

21 (日) 閉室 21 (火)  21 (金)  21 (日) 閉室  21 (水) 8月授業Ⅲ通常授業・テスト対策

22 (月) 22 (水)  22 (土)  22 (月) 夏講Ⅰ① 復習授業  22 (木) 8月授業Ⅲ

23 (火) 23 (木)  23 (日) 閉室  23 (火) 夏講Ⅰ②  23 (金) 8月授業Ⅲ

24 (水) 24 (金)  24 (月) テスト対策  24 (水) 夏講Ⅰ③  24 (土) 8月授業Ⅲ

25 (木) 25 6  25 (火)  25 (木) 夏講Ⅰ④  25 (日) 夏期ｵｰﾌﾟﾝﾃｽﾄ

26 (金) 26 (日) 閉室  26 (水)  26 (金) 夏講Ⅱ① 復習授業  26 (月) 授業開始 テスト対策

27 (土) 27 (月)  27 (木)  27 (土) 夏講Ⅱ②  27 (火)

28 (日) 閉室 28 (火)  28 (金)  28 (日) 閉室  28 (水)

29 (月)
昭和の日：

閉室 29 (水)  29 (土)  29 (月) 夏講Ⅱ③  29 (木)

30 (火) 閉室 30 (木)  30 (日) 閉室  30 (火) 夏講Ⅱ④  30 (金)

31 (金)  31 (水) 夏講Ⅲ① 復習授業  31 (土)



学年　 　　　年　氏名　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 平成３１年　１ 学 期(前期) 学 習 予 定 表 教科　　　　　担当　 　　　　　

４　 　月 ５　 　月      　 ６　月６　 　月      　 ７　月７　 　月      　 ８　月８　 　月

行 新学年・新学期授業スタート4/8(月)～ 行 夏期講習のご案内 行 夏期講習日程確認終了 行 ８月集中授業日程確認終了 行 夏期講習Ⅲ期

新学年授業ガイダンス 4/27(土)～5/6(月)閉室 定期テスト対策 ※２０日(土)授業終了 ８月集中授業Ⅰ～Ⅲ
事

4/27(土)～5/6(月)閉室
事 事

父母面談
事

夏期講習Ⅰ期～Ⅱ期
事

全県模試(公立中学３年生対象)

 1 (月) 閉室  1 (水) 閉室  1 (土)  1 (月) テスト対策  1 (木) 夏講Ⅲ②

 2 (火) 閉室  2 (木) 閉室  2 (日) 閉室  2 (火)  2 (金) 夏講Ⅲ③

 3 (水) 閉室  3 (金)
憲法記念
日：閉室  3 (月) テスト対策  3 (水)  3 (土) 夏講Ⅲ④

 4 (木) 閉室  4 (土)
みどりの
日：閉室  4 (火)  4 (木)  4 (日) 閉室

 5 (金) 閉室  5 (日)
こどもの日：

閉室  5 (水)  5 (金)  5 (月) 閉室

 6 (土) 閉室  6 (月)
振替休日：

閉室 振り替え授業あり  6 (木)  6 (土)  6 (火) 閉室

 7 (日) 閉室  7 (火)  7 (金)  7 (日) 閉室  7 (水) 閉室

 8 (月) 新学年授業開始  8 (水)  8 (土) 夏期講習申込み締切  8 (月) テスト対策  8 (木) 閉室

 9 (火)  9 (木)  9 (日) 閉室  9 (火)  9 (金) 閉室

10 (水) 10 (金)  10 (月) テスト対策  10 (水)  10 (土) 閉室

11 (木) 11 (土)  11 (火)  11 (木)  11 (日)
山の日：閉

室

12 (金) 12 (日) 閉室  12 (水)  12 (金)  12 (月) 8月授業Ⅰ通常授業・テスト対策

13 (土) 13 (月)  13 (木)  13 (土)  13 (火) 8月授業Ⅰ

14 (日) 閉室 14 (火)  14 (金)  14 (日) 閉室  14 (水) 8月授業Ⅰ

15 (月) 15 (水)  15 (土)  15 (月)
うみの日：

閉室 振り替え授業あり  15 (木) 8月授業Ⅰ

16 (火) 16 (木)  16 (日) 閉室  16 (火)  16 (金) 8月授業Ⅱ通常授業・テスト対策

17 (水) 17 (金)  17 (月) テスト対策  17 (水)  17 (土) 8月授業Ⅱ

18 (木) 18 (土)  18 (火)  18 (木)  18 (日) 閉室

19 (金) 19 (日) 閉室  19 (水)  19 (金)  19 (月) 8月授業Ⅱ

20 (土) 20 (月)  20 (木)  20 (土) 授業終了  20 (火) 8月授業Ⅱ

21 (日) 閉室 21 (火)  21 (金)  21 (日) 閉室  21 (水) 8月授業Ⅲ通常授業・テスト対策

22 (月) 22 (水)  22 (土)  22 (月) 夏講Ⅰ① 復習授業  22 (木) 8月授業Ⅲ

23 (火) 23 (木)  23 (日) 閉室  23 (火) 夏講Ⅰ②  23 (金) 8月授業Ⅲ

24 (水) 24 (金)  24 (月) テスト対策  24 (水) 夏講Ⅰ③  24 (土) 8月授業Ⅲ

25 (木) 25 6  25 (火)  25 (木) 夏講Ⅰ④  25 (日) 夏期ｵｰﾌﾟﾝﾃｽﾄ

26 (金) 26 (日) 閉室  26 (水)  26 (金) 夏講Ⅱ① 復習授業  26 (月) 授業開始 テスト対策

27 (土) 27 (月)  27 (木)  27 (土) 夏講Ⅱ②  27 (火)

28 (日) 閉室 28 (火)  28 (金)  28 (日) 閉室  28 (水)

29 (月)
昭和の日：

閉室 29 (水)  29 (土)  29 (月) 夏講Ⅱ③  29 (木)

30 (火) 閉室 30 (木)  30 (日) 閉室  30 (火) 夏講Ⅱ④  30 (金)

31 (金)  31 (水) 夏講Ⅲ① 復習授業  31 (土)



学年　 　　　年　氏名　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 平成３１年　１ 学 期(前期) 学 習 予 定 表 教科　　　　　担当　 　　　　　

４　 　月 ５　 　月      　 ６　月６　 　月      　 ７　月７　 　月      　 ８　月８　 　月

行 新学年・新学期授業スタート4/8(月)～ 行 夏期講習のご案内 行 夏期講習日程確認終了 行 ８月集中授業日程確認終了 行 夏期講習Ⅲ期

新学年授業ガイダンス 4/27(土)～5/6(月)閉室 定期テスト対策 ※２０日(土)授業終了 ８月集中授業Ⅰ～Ⅲ
事

4/27(土)～5/6(月)閉室
事 事

父母面談
事

夏期講習Ⅰ期～Ⅱ期
事

全県模試(公立中学３年生対象)

 1 (月) 閉室  1 (水) 閉室  1 (土)  1 (月) テスト対策  1 (木) 夏講Ⅲ②

 2 (火) 閉室  2 (木) 閉室  2 (日) 閉室  2 (火)  2 (金) 夏講Ⅲ③

 3 (水) 閉室  3 (金)
憲法記念
日：閉室  3 (月) テスト対策  3 (水)  3 (土) 夏講Ⅲ④

 4 (木) 閉室  4 (土)
みどりの
日：閉室  4 (火)  4 (木)  4 (日) 閉室

 5 (金) 閉室  5 (日)
こどもの日：

閉室  5 (水)  5 (金)  5 (月) 閉室

 6 (土) 閉室  6 (月)
振替休日：

閉室 振り替え授業あり  6 (木)  6 (土)  6 (火) 閉室

 7 (日) 閉室  7 (火)  7 (金)  7 (日) 閉室  7 (水) 閉室

 8 (月) 新学年授業開始  8 (水)  8 (土) 夏期講習申込み締切  8 (月) テスト対策  8 (木) 閉室

 9 (火)  9 (木)  9 (日) 閉室  9 (火)  9 (金) 閉室

10 (水) 10 (金)  10 (月) テスト対策  10 (水)  10 (土) 閉室

11 (木) 11 (土)  11 (火)  11 (木)  11 (日)
山の日：閉

室

12 (金) 12 (日) 閉室  12 (水)  12 (金)  12 (月) 8月授業Ⅰ通常授業・テスト対策

13 (土) 13 (月)  13 (木)  13 (土)  13 (火) 8月授業Ⅰ

14 (日) 閉室 14 (火)  14 (金)  14 (日) 閉室  14 (水) 8月授業Ⅰ

15 (月) 15 (水)  15 (土)  15 (月)
うみの日：

閉室 振り替え授業あり  15 (木) 8月授業Ⅰ

16 (火) 16 (木)  16 (日) 閉室  16 (火)  16 (金) 8月授業Ⅱ通常授業・テスト対策

17 (水) 17 (金)  17 (月) テスト対策  17 (水)  17 (土) 8月授業Ⅱ

18 (木) 18 (土)  18 (火)  18 (木)  18 (日) 閉室

19 (金) 19 (日) 閉室  19 (水)  19 (金)  19 (月) 8月授業Ⅱ

20 (土) 20 (月)  20 (木)  20 (土) 授業終了  20 (火) 8月授業Ⅱ

21 (日) 閉室 21 (火)  21 (金)  21 (日) 閉室  21 (水) 8月授業Ⅲ通常授業・テスト対策

22 (月) 22 (水)  22 (土)  22 (月) 夏講Ⅰ① 復習授業  22 (木) 8月授業Ⅲ

23 (火) 23 (木)  23 (日) 閉室  23 (火) 夏講Ⅰ②  23 (金) 8月授業Ⅲ

24 (水) 24 (金)  24 (月) テスト対策  24 (水) 夏講Ⅰ③  24 (土) 8月授業Ⅲ

25 (木) 25 6  25 (火)  25 (木) 夏講Ⅰ④  25 (日) 夏期ｵｰﾌﾟﾝﾃｽﾄ

26 (金) 26 (日) 閉室  26 (水)  26 (金) 夏講Ⅱ① 復習授業  26 (月) 授業開始 テスト対策

27 (土) 27 (月)  27 (木)  27 (土) 夏講Ⅱ②  27 (火)

28 (日) 閉室 28 (火)  28 (金)  28 (日) 閉室  28 (水)

29 (月)
昭和の日：

閉室 29 (水)  29 (土)  29 (月) 夏講Ⅱ③  29 (木)

30 (火) 閉室 30 (木)  30 (日) 閉室  30 (火) 夏講Ⅱ④  30 (金)

31 (金)  31 (水) 夏講Ⅲ① 復習授業  31 (土)



学年　 　　　年　氏名　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 平成３１年　１ 学 期(前期) 学 習 予 定 表 教科　　　　　担当　 　　　　　

４　 　月 ５　 　月      　 ６　月６　 　月      　 ７　月７　 　月      　 ８　月８　 　月

行 新学年・新学期授業スタート4/8(月)～ 行 夏期講習のご案内 行 夏期講習日程確認終了 行 ８月集中授業日程確認終了 行 夏期講習Ⅲ期

新学年授業ガイダンス 4/27(土)～5/6(月)閉室 定期テスト対策 ※２０日(土)授業終了 ８月集中授業Ⅰ～Ⅲ
事

4/27(土)～5/6(月)閉室
事 事

父母面談
事

夏期講習Ⅰ期～Ⅱ期
事

全県模試(公立中学３年生対象)

 1 (月) 閉室  1 (水) 閉室  1 (土)  1 (月) テスト対策  1 (木) 夏講Ⅲ②

 2 (火) 閉室  2 (木) 閉室  2 (日) 閉室  2 (火)  2 (金) 夏講Ⅲ③

 3 (水) 閉室  3 (金)
憲法記念
日：閉室  3 (月) テスト対策  3 (水)  3 (土) 夏講Ⅲ④

 4 (木) 閉室  4 (土)
みどりの
日：閉室  4 (火)  4 (木)  4 (日) 閉室

 5 (金) 閉室  5 (日)
こどもの日：

閉室  5 (水)  5 (金)  5 (月) 閉室

 6 (土) 閉室  6 (月)
振替休日：

閉室 振り替え授業あり  6 (木)  6 (土)  6 (火) 閉室

 7 (日) 閉室  7 (火)  7 (金)  7 (日) 閉室  7 (水) 閉室

 8 (月) 新学年授業開始  8 (水)  8 (土) 夏期講習申込み締切  8 (月) テスト対策  8 (木) 閉室

 9 (火)  9 (木)  9 (日) 閉室  9 (火)  9 (金) 閉室

10 (水) 10 (金)  10 (月) テスト対策  10 (水)  10 (土) 閉室

11 (木) 11 (土)  11 (火)  11 (木)  11 (日)
山の日：閉

室

12 (金) 12 (日) 閉室  12 (水)  12 (金)  12 (月) 8月授業Ⅰ通常授業・テスト対策

13 (土) 13 (月)  13 (木)  13 (土)  13 (火) 8月授業Ⅰ

14 (日) 閉室 14 (火)  14 (金)  14 (日) 閉室  14 (水) 8月授業Ⅰ

15 (月) 15 (水)  15 (土)  15 (月)
うみの日：

閉室 振り替え授業あり  15 (木) 8月授業Ⅰ

16 (火) 16 (木)  16 (日) 閉室  16 (火)  16 (金) 8月授業Ⅱ通常授業・テスト対策

17 (水) 17 (金)  17 (月) テスト対策  17 (水)  17 (土) 8月授業Ⅱ

18 (木) 18 (土)  18 (火)  18 (木)  18 (日) 閉室

19 (金) 19 (日) 閉室  19 (水)  19 (金)  19 (月) 8月授業Ⅱ

20 (土) 20 (月)  20 (木)  20 (土) 授業終了  20 (火) 8月授業Ⅱ

21 (日) 閉室 21 (火)  21 (金)  21 (日) 閉室  21 (水) 8月授業Ⅲ通常授業・テスト対策

22 (月) 22 (水)  22 (土)  22 (月) 夏講Ⅰ① 復習授業  22 (木) 8月授業Ⅲ

23 (火) 23 (木)  23 (日) 閉室  23 (火) 夏講Ⅰ②  23 (金) 8月授業Ⅲ

24 (水) 24 (金)  24 (月) テスト対策  24 (水) 夏講Ⅰ③  24 (土) 8月授業Ⅲ

25 (木) 25 6  25 (火)  25 (木) 夏講Ⅰ④  25 (日) 夏期ｵｰﾌﾟﾝﾃｽﾄ

26 (金) 26 (日) 閉室  26 (水)  26 (金) 夏講Ⅱ① 復習授業  26 (月) 授業開始 テスト対策

27 (土) 27 (月)  27 (木)  27 (土) 夏講Ⅱ②  27 (火)

28 (日) 閉室 28 (火)  28 (金)  28 (日) 閉室  28 (水)

29 (月)
昭和の日：

閉室 29 (水)  29 (土)  29 (月) 夏講Ⅱ③  29 (木)

30 (火) 閉室 30 (木)  30 (日) 閉室  30 (火) 夏講Ⅱ④  30 (金)

31 (金)  31 (水) 夏講Ⅲ① 復習授業  31 (土)



学年　 　　　年　氏名　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 平成３１年　１ 学 期(前期) 学 習 予 定 表 教科　　　　　担当　 　　　　　

４　 　月 ５　 　月      　 ６　月６　 　月      　 ７　月７　 　月      　 ８　月８　 　月

行 新学年・新学期授業スタート4/8(月)～ 行 夏期講習のご案内 行 夏期講習日程確認終了 行 ８月集中授業日程確認終了 行 夏期講習Ⅲ期

新学年授業ガイダンス 4/27(土)～5/6(月)閉室 定期テスト対策 ※２０日(土)授業終了 ８月集中授業Ⅰ～Ⅲ
事

4/27(土)～5/6(月)閉室
事 事

父母面談
事

夏期講習Ⅰ期～Ⅱ期
事

全県模試(公立中学３年生対象)

 1 (月) 閉室  1 (水) 閉室  1 (土)  1 (月) テスト対策  1 (木) 夏講Ⅲ②

 2 (火) 閉室  2 (木) 閉室  2 (日) 閉室  2 (火)  2 (金) 夏講Ⅲ③

 3 (水) 閉室  3 (金)
憲法記念
日：閉室  3 (月) テスト対策  3 (水)  3 (土) 夏講Ⅲ④

 4 (木) 閉室  4 (土)
みどりの
日：閉室  4 (火)  4 (木)  4 (日) 閉室

 5 (金) 閉室  5 (日)
こどもの日：

閉室  5 (水)  5 (金)  5 (月) 閉室

 6 (土) 閉室  6 (月)
振替休日：

閉室 振り替え授業あり  6 (木)  6 (土)  6 (火) 閉室

 7 (日) 閉室  7 (火)  7 (金)  7 (日) 閉室  7 (水) 閉室

 8 (月) 新学年授業開始  8 (水)  8 (土) 夏期講習申込み締切  8 (月) テスト対策  8 (木) 閉室

 9 (火)  9 (木)  9 (日) 閉室  9 (火)  9 (金) 閉室

10 (水) 10 (金)  10 (月) テスト対策  10 (水)  10 (土) 閉室

11 (木) 11 (土)  11 (火)  11 (木)  11 (日)
山の日：閉

室

12 (金) 12 (日) 閉室  12 (水)  12 (金)  12 (月) 8月授業Ⅰ通常授業・テスト対策

13 (土) 13 (月)  13 (木)  13 (土)  13 (火) 8月授業Ⅰ

14 (日) 閉室 14 (火)  14 (金)  14 (日) 閉室  14 (水) 8月授業Ⅰ

15 (月) 15 (水)  15 (土)  15 (月)
うみの日：

閉室 振り替え授業あり  15 (木) 8月授業Ⅰ

16 (火) 16 (木)  16 (日) 閉室  16 (火)  16 (金) 8月授業Ⅱ通常授業・テスト対策

17 (水) 17 (金)  17 (月) テスト対策  17 (水)  17 (土) 8月授業Ⅱ

18 (木) 18 (土)  18 (火)  18 (木)  18 (日) 閉室

19 (金) 19 (日) 閉室  19 (水)  19 (金)  19 (月) 8月授業Ⅱ

20 (土) 20 (月)  20 (木)  20 (土) 授業終了  20 (火) 8月授業Ⅱ

21 (日) 閉室 21 (火)  21 (金)  21 (日) 閉室  21 (水) 8月授業Ⅲ通常授業・テスト対策

22 (月) 22 (水)  22 (土)  22 (月) 夏講Ⅰ① 復習授業  22 (木) 8月授業Ⅲ

23 (火) 23 (木)  23 (日) 閉室  23 (火) 夏講Ⅰ②  23 (金) 8月授業Ⅲ

24 (水) 24 (金)  24 (月) テスト対策  24 (水) 夏講Ⅰ③  24 (土) 8月授業Ⅲ

25 (木) 25 6  25 (火)  25 (木) 夏講Ⅰ④  25 (日) 夏期ｵｰﾌﾟﾝﾃｽﾄ

26 (金) 26 (日) 閉室  26 (水)  26 (金) 夏講Ⅱ① 復習授業  26 (月) 授業開始 テスト対策

27 (土) 27 (月)  27 (木)  27 (土) 夏講Ⅱ②  27 (火)

28 (日) 閉室 28 (火)  28 (金)  28 (日) 閉室  28 (水)

29 (月)
昭和の日：

閉室 29 (水)  29 (土)  29 (月) 夏講Ⅱ③  29 (木)

30 (火) 閉室 30 (木)  30 (日) 閉室  30 (火) 夏講Ⅱ④  30 (金)

31 (金)  31 (水) 夏講Ⅲ① 復習授業  31 (土)



学年　 　　　年　氏名　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 平成３１年　１ 学 期(前期) 学 習 予 定 表 教科　　　　　担当　 　　　　　

４　 　月 ５　 　月      　 ６　月６　 　月      　 ７　月７　 　月      　 ８　月８　 　月

行 新学年・新学期授業スタート4/8(月)～ 行 夏期講習のご案内 行 夏期講習日程確認終了 行 ８月集中授業日程確認終了 行 夏期講習Ⅲ期

新学年授業ガイダンス 4/27(土)～5/6(月)閉室 定期テスト対策 ※２０日(土)授業終了 ８月集中授業Ⅰ～Ⅲ
事

4/27(土)～5/6(月)閉室
事 事

父母面談
事

夏期講習Ⅰ期～Ⅱ期
事

全県模試(公立中学３年生対象)

 1 (月) 閉室  1 (水) 閉室  1 (土)  1 (月) テスト対策  1 (木) 夏講Ⅲ②

 2 (火) 閉室  2 (木) 閉室  2 (日) 閉室  2 (火)  2 (金) 夏講Ⅲ③

 3 (水) 閉室  3 (金)
憲法記念
日：閉室  3 (月) テスト対策  3 (水)  3 (土) 夏講Ⅲ④

 4 (木) 閉室  4 (土)
みどりの
日：閉室  4 (火)  4 (木)  4 (日) 閉室

 5 (金) 閉室  5 (日)
こどもの日：

閉室  5 (水)  5 (金)  5 (月) 閉室

 6 (土) 閉室  6 (月)
振替休日：

閉室 振り替え授業あり  6 (木)  6 (土)  6 (火) 閉室

 7 (日) 閉室  7 (火)  7 (金)  7 (日) 閉室  7 (水) 閉室

 8 (月) 新学年授業開始  8 (水)  8 (土) 夏期講習申込み締切  8 (月) テスト対策  8 (木) 閉室

 9 (火)  9 (木)  9 (日) 閉室  9 (火)  9 (金) 閉室

10 (水) 10 (金)  10 (月) テスト対策  10 (水)  10 (土) 閉室

11 (木) 11 (土)  11 (火)  11 (木)  11 (日)
山の日：閉

室

12 (金) 12 (日) 閉室  12 (水)  12 (金)  12 (月) 8月授業Ⅰ通常授業・テスト対策

13 (土) 13 (月)  13 (木)  13 (土)  13 (火) 8月授業Ⅰ

14 (日) 閉室 14 (火)  14 (金)  14 (日) 閉室  14 (水) 8月授業Ⅰ

15 (月) 15 (水)  15 (土)  15 (月)
うみの日：

閉室 振り替え授業あり  15 (木) 8月授業Ⅰ

16 (火) 16 (木)  16 (日) 閉室  16 (火)  16 (金) 8月授業Ⅱ通常授業・テスト対策

17 (水) 17 (金)  17 (月) テスト対策  17 (水)  17 (土) 8月授業Ⅱ

18 (木) 18 (土)  18 (火)  18 (木)  18 (日) 閉室

19 (金) 19 (日) 閉室  19 (水)  19 (金)  19 (月) 8月授業Ⅱ

20 (土) 20 (月)  20 (木)  20 (土) 授業終了  20 (火) 8月授業Ⅱ

21 (日) 閉室 21 (火)  21 (金)  21 (日) 閉室  21 (水) 8月授業Ⅲ通常授業・テスト対策

22 (月) 22 (水)  22 (土)  22 (月) 夏講Ⅰ① 復習授業  22 (木) 8月授業Ⅲ

23 (火) 23 (木)  23 (日) 閉室  23 (火) 夏講Ⅰ②  23 (金) 8月授業Ⅲ

24 (水) 24 (金)  24 (月) テスト対策  24 (水) 夏講Ⅰ③  24 (土) 8月授業Ⅲ

25 (木) 25 6  25 (火)  25 (木) 夏講Ⅰ④  25 (日) 夏期ｵｰﾌﾟﾝﾃｽﾄ

26 (金) 26 (日) 閉室  26 (水)  26 (金) 夏講Ⅱ① 復習授業  26 (月) 授業開始 テスト対策

27 (土) 27 (月)  27 (木)  27 (土) 夏講Ⅱ②  27 (火)

28 (日) 閉室 28 (火)  28 (金)  28 (日) 閉室  28 (水)

29 (月)
昭和の日：

閉室 29 (水)  29 (土)  29 (月) 夏講Ⅱ③  29 (木)

30 (火) 閉室 30 (木)  30 (日) 閉室  30 (火) 夏講Ⅱ④  30 (金)

31 (金)  31 (水) 夏講Ⅲ① 復習授業  31 (土)



学年　 　　　年　氏名　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 平成３１年　１ 学 期(前期) 学 習 予 定 表 教科　　　　　担当　 　　　　　

４　 　月 ５　 　月      　 ６　月６　 　月      　 ７　月７　 　月      　 ８　月８　 　月

行 新学年・新学期授業スタート4/8(月)～ 行 夏期講習のご案内 行 夏期講習日程確認終了 行 ８月集中授業日程確認終了 行 夏期講習Ⅲ期

新学年授業ガイダンス 4/27(土)～5/6(月)閉室 定期テスト対策 ※２０日(土)授業終了 ８月集中授業Ⅰ～Ⅲ
事

4/27(土)～5/6(月)閉室
事 事

父母面談
事

夏期講習Ⅰ期～Ⅱ期
事

全県模試(公立中学３年生対象)

 1 (月) 閉室  1 (水) 閉室  1 (土)  1 (月) テスト対策  1 (木) 夏講Ⅲ②

 2 (火) 閉室  2 (木) 閉室  2 (日) 閉室  2 (火)  2 (金) 夏講Ⅲ③

 3 (水) 閉室  3 (金)
憲法記念
日：閉室  3 (月) テスト対策  3 (水)  3 (土) 夏講Ⅲ④

 4 (木) 閉室  4 (土)
みどりの
日：閉室  4 (火)  4 (木)  4 (日) 閉室

 5 (金) 閉室  5 (日)
こどもの日：

閉室  5 (水)  5 (金)  5 (月) 閉室

 6 (土) 閉室  6 (月)
振替休日：

閉室 振り替え授業あり  6 (木)  6 (土)  6 (火) 閉室

 7 (日) 閉室  7 (火)  7 (金)  7 (日) 閉室  7 (水) 閉室

 8 (月) 新学年授業開始  8 (水)  8 (土) 夏期講習申込み締切  8 (月) テスト対策  8 (木) 閉室

 9 (火)  9 (木)  9 (日) 閉室  9 (火)  9 (金) 閉室

10 (水) 10 (金)  10 (月) テスト対策  10 (水)  10 (土) 閉室

11 (木) 11 (土)  11 (火)  11 (木)  11 (日)
山の日：閉

室

12 (金) 12 (日) 閉室  12 (水)  12 (金)  12 (月) 8月授業Ⅰ通常授業・テスト対策

13 (土) 13 (月)  13 (木)  13 (土)  13 (火) 8月授業Ⅰ

14 (日) 閉室 14 (火)  14 (金)  14 (日) 閉室  14 (水) 8月授業Ⅰ

15 (月) 15 (水)  15 (土)  15 (月)
うみの日：

閉室 振り替え授業あり  15 (木) 8月授業Ⅰ

16 (火) 16 (木)  16 (日) 閉室  16 (火)  16 (金) 8月授業Ⅱ通常授業・テスト対策

17 (水) 17 (金)  17 (月) テスト対策  17 (水)  17 (土) 8月授業Ⅱ

18 (木) 18 (土)  18 (火)  18 (木)  18 (日) 閉室

19 (金) 19 (日) 閉室  19 (水)  19 (金)  19 (月) 8月授業Ⅱ

20 (土) 20 (月)  20 (木)  20 (土) 授業終了  20 (火) 8月授業Ⅱ

21 (日) 閉室 21 (火)  21 (金)  21 (日) 閉室  21 (水) 8月授業Ⅲ通常授業・テスト対策

22 (月) 22 (水)  22 (土)  22 (月) 夏講Ⅰ① 復習授業  22 (木) 8月授業Ⅲ

23 (火) 23 (木)  23 (日) 閉室  23 (火) 夏講Ⅰ②  23 (金) 8月授業Ⅲ

24 (水) 24 (金)  24 (月) テスト対策  24 (水) 夏講Ⅰ③  24 (土) 8月授業Ⅲ

25 (木) 25 6  25 (火)  25 (木) 夏講Ⅰ④  25 (日) 夏期ｵｰﾌﾟﾝﾃｽﾄ

26 (金) 26 (日) 閉室  26 (水)  26 (金) 夏講Ⅱ① 復習授業  26 (月) 授業開始 テスト対策

27 (土) 27 (月)  27 (木)  27 (土) 夏講Ⅱ②  27 (火)

28 (日) 閉室 28 (火)  28 (金)  28 (日) 閉室  28 (水)

29 (月)
昭和の日：

閉室 29 (水)  29 (土)  29 (月) 夏講Ⅱ③  29 (木)

30 (火) 閉室 30 (木)  30 (日) 閉室  30 (火) 夏講Ⅱ④  30 (金)

31 (金)  31 (水) 夏講Ⅲ① 復習授業  31 (土)



学年　 　　　年　氏名　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 平成３１年　１ 学 期(前期) 学 習 予 定 表 教科　　　　　担当　 　　　　　

４　 　月 ５　 　月      　 ６　月６　 　月      　 ７　月７　 　月      　 ８　月８　 　月

行 新学年・新学期授業スタート4/8(月)～ 行 夏期講習のご案内 行 夏期講習日程確認終了 行 ８月集中授業日程確認終了 行 夏期講習Ⅲ期

新学年授業ガイダンス 4/27(土)～5/6(月)閉室 定期テスト対策 ※２０日(土)授業終了 ８月集中授業Ⅰ～Ⅲ
事

4/27(土)～5/6(月)閉室
事 事

父母面談
事

夏期講習Ⅰ期～Ⅱ期
事

全県模試(公立中学３年生対象)

 1 (月) 閉室  1 (水) 閉室  1 (土)  1 (月) テスト対策  1 (木) 夏講Ⅲ②

 2 (火) 閉室  2 (木) 閉室  2 (日) 閉室  2 (火)  2 (金) 夏講Ⅲ③

 3 (水) 閉室  3 (金)
憲法記念
日：閉室  3 (月) テスト対策  3 (水)  3 (土) 夏講Ⅲ④

 4 (木) 閉室  4 (土)
みどりの
日：閉室  4 (火)  4 (木)  4 (日) 閉室

 5 (金) 閉室  5 (日)
こどもの日：

閉室  5 (水)  5 (金)  5 (月) 閉室

 6 (土) 閉室  6 (月)
振替休日：

閉室 振り替え授業あり  6 (木)  6 (土)  6 (火) 閉室

 7 (日) 閉室  7 (火)  7 (金)  7 (日) 閉室  7 (水) 閉室

 8 (月) 新学年授業開始  8 (水)  8 (土) 夏期講習申込み締切  8 (月) テスト対策  8 (木) 閉室

 9 (火)  9 (木)  9 (日) 閉室  9 (火)  9 (金) 閉室

10 (水) 10 (金)  10 (月) テスト対策  10 (水)  10 (土) 閉室

11 (木) 11 (土)  11 (火)  11 (木)  11 (日)
山の日：閉

室

12 (金) 12 (日) 閉室  12 (水)  12 (金)  12 (月) 8月授業Ⅰ通常授業・テスト対策

13 (土) 13 (月)  13 (木)  13 (土)  13 (火) 8月授業Ⅰ

14 (日) 閉室 14 (火)  14 (金)  14 (日) 閉室  14 (水) 8月授業Ⅰ

15 (月) 15 (水)  15 (土)  15 (月)
うみの日：

閉室 振り替え授業あり  15 (木) 8月授業Ⅰ

16 (火) 16 (木)  16 (日) 閉室  16 (火)  16 (金) 8月授業Ⅱ通常授業・テスト対策

17 (水) 17 (金)  17 (月) テスト対策  17 (水)  17 (土) 8月授業Ⅱ

18 (木) 18 (土)  18 (火)  18 (木)  18 (日) 閉室

19 (金) 19 (日) 閉室  19 (水)  19 (金)  19 (月) 8月授業Ⅱ

20 (土) 20 (月)  20 (木)  20 (土) 授業終了  20 (火) 8月授業Ⅱ

21 (日) 閉室 21 (火)  21 (金)  21 (日) 閉室  21 (水) 8月授業Ⅲ通常授業・テスト対策

22 (月) 22 (水)  22 (土)  22 (月) 夏講Ⅰ① 復習授業  22 (木) 8月授業Ⅲ

23 (火) 23 (木)  23 (日) 閉室  23 (火) 夏講Ⅰ②  23 (金) 8月授業Ⅲ

24 (水) 24 (金)  24 (月) テスト対策  24 (水) 夏講Ⅰ③  24 (土) 8月授業Ⅲ

25 (木) 25 6  25 (火)  25 (木) 夏講Ⅰ④  25 (日) 夏期ｵｰﾌﾟﾝﾃｽﾄ

26 (金) 26 (日) 閉室  26 (水)  26 (金) 夏講Ⅱ① 復習授業  26 (月) 授業開始 テスト対策

27 (土) 27 (月)  27 (木)  27 (土) 夏講Ⅱ②  27 (火)

28 (日) 閉室 28 (火)  28 (金)  28 (日) 閉室  28 (水)

29 (月)
昭和の日：

閉室 29 (水)  29 (土)  29 (月) 夏講Ⅱ③  29 (木)

30 (火) 閉室 30 (木)  30 (日) 閉室  30 (火) 夏講Ⅱ④  30 (金)

31 (金)  31 (水) 夏講Ⅲ① 復習授業  31 (土)



学年　 　　　年　氏名　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 平成３１年　１ 学 期(前期) 学 習 予 定 表 教科　　　　　担当　 　　　　　

４　 　月 ５　 　月      　 ６　月６　 　月      　 ７　月７　 　月      　 ８　月８　 　月

行 新学年・新学期授業スタート4/8(月)～ 行 夏期講習のご案内 行 夏期講習日程確認終了 行 ８月集中授業日程確認終了 行 夏期講習Ⅲ期

新学年授業ガイダンス 4/27(土)～5/6(月)閉室 定期テスト対策 ※２０日(土)授業終了 ８月集中授業Ⅰ～Ⅲ
事

4/27(土)～5/6(月)閉室
事 事

父母面談
事

夏期講習Ⅰ期～Ⅱ期
事

全県模試(公立中学３年生対象)

 1 (月) 閉室  1 (水) 閉室  1 (土)  1 (月) テスト対策  1 (木) 夏講Ⅲ②

 2 (火) 閉室  2 (木) 閉室  2 (日) 閉室  2 (火)  2 (金) 夏講Ⅲ③

 3 (水) 閉室  3 (金)
憲法記念
日：閉室  3 (月) テスト対策  3 (水)  3 (土) 夏講Ⅲ④

 4 (木) 閉室  4 (土)
みどりの
日：閉室  4 (火)  4 (木)  4 (日) 閉室

 5 (金) 閉室  5 (日)
こどもの日：

閉室  5 (水)  5 (金)  5 (月) 閉室

 6 (土) 閉室  6 (月)
振替休日：

閉室 振り替え授業あり  6 (木)  6 (土)  6 (火) 閉室

 7 (日) 閉室  7 (火)  7 (金)  7 (日) 閉室  7 (水) 閉室

 8 (月) 新学年授業開始  8 (水)  8 (土) 夏期講習申込み締切  8 (月) テスト対策  8 (木) 閉室

 9 (火)  9 (木)  9 (日) 閉室  9 (火)  9 (金) 閉室

10 (水) 10 (金)  10 (月) テスト対策  10 (水)  10 (土) 閉室

11 (木) 11 (土)  11 (火)  11 (木)  11 (日)
山の日：閉

室

12 (金) 12 (日) 閉室  12 (水)  12 (金)  12 (月) 8月授業Ⅰ通常授業・テスト対策

13 (土) 13 (月)  13 (木)  13 (土)  13 (火) 8月授業Ⅰ

14 (日) 閉室 14 (火)  14 (金)  14 (日) 閉室  14 (水) 8月授業Ⅰ

15 (月) 15 (水)  15 (土)  15 (月)
うみの日：

閉室 振り替え授業あり  15 (木) 8月授業Ⅰ

16 (火) 16 (木)  16 (日) 閉室  16 (火)  16 (金) 8月授業Ⅱ通常授業・テスト対策

17 (水) 17 (金)  17 (月) テスト対策  17 (水)  17 (土) 8月授業Ⅱ

18 (木) 18 (土)  18 (火)  18 (木)  18 (日) 閉室

19 (金) 19 (日) 閉室  19 (水)  19 (金)  19 (月) 8月授業Ⅱ

20 (土) 20 (月)  20 (木)  20 (土) 授業終了  20 (火) 8月授業Ⅱ

21 (日) 閉室 21 (火)  21 (金)  21 (日) 閉室  21 (水) 8月授業Ⅲ通常授業・テスト対策

22 (月) 22 (水)  22 (土)  22 (月) 夏講Ⅰ① 復習授業  22 (木) 8月授業Ⅲ

23 (火) 23 (木)  23 (日) 閉室  23 (火) 夏講Ⅰ②  23 (金) 8月授業Ⅲ

24 (水) 24 (金)  24 (月) テスト対策  24 (水) 夏講Ⅰ③  24 (土) 8月授業Ⅲ

25 (木) 25 6  25 (火)  25 (木) 夏講Ⅰ④  25 (日) 夏期ｵｰﾌﾟﾝﾃｽﾄ

26 (金) 26 (日) 閉室  26 (水)  26 (金) 夏講Ⅱ① 復習授業  26 (月) 授業開始 テスト対策

27 (土) 27 (月)  27 (木)  27 (土) 夏講Ⅱ②  27 (火)

28 (日) 閉室 28 (火)  28 (金)  28 (日) 閉室  28 (水)

29 (月)
昭和の日：

閉室 29 (水)  29 (土)  29 (月) 夏講Ⅱ③  29 (木)

30 (火) 閉室 30 (木)  30 (日) 閉室  30 (火) 夏講Ⅱ④  30 (金)

31 (金)  31 (水) 夏講Ⅲ① 復習授業  31 (土)



学年　 　　　年　氏名　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 平成３１年　１ 学 期(前期) 学 習 予 定 表 教科　　　　　担当　 　　　　　

４　 　月 ５　 　月      　 ６　月６　 　月      　 ７　月７　 　月      　 ８　月８　 　月

行 新学年・新学期授業スタート4/8(月)～ 行 夏期講習のご案内 行 夏期講習日程確認終了 行 ８月集中授業日程確認終了 行 夏期講習Ⅲ期

新学年授業ガイダンス 4/27(土)～5/6(月)閉室 定期テスト対策 ※２０日(土)授業終了 ８月集中授業Ⅰ～Ⅲ
事

4/27(土)～5/6(月)閉室
事 事

父母面談
事

夏期講習Ⅰ期～Ⅱ期
事

全県模試(公立中学３年生対象)

 1 (月) 閉室  1 (水) 閉室  1 (土)  1 (月) テスト対策  1 (木) 夏講Ⅲ②

 2 (火) 閉室  2 (木) 閉室  2 (日) 閉室  2 (火)  2 (金) 夏講Ⅲ③

 3 (水) 閉室  3 (金)
憲法記念
日：閉室  3 (月) テスト対策  3 (水)  3 (土) 夏講Ⅲ④

 4 (木) 閉室  4 (土)
みどりの
日：閉室  4 (火)  4 (木)  4 (日) 閉室

 5 (金) 閉室  5 (日)
こどもの日：

閉室  5 (水)  5 (金)  5 (月) 閉室

 6 (土) 閉室  6 (月)
振替休日：

閉室 振り替え授業あり  6 (木)  6 (土)  6 (火) 閉室

 7 (日) 閉室  7 (火)  7 (金)  7 (日) 閉室  7 (水) 閉室

 8 (月) 新学年授業開始  8 (水)  8 (土) 夏期講習申込み締切  8 (月) テスト対策  8 (木) 閉室

 9 (火)  9 (木)  9 (日) 閉室  9 (火)  9 (金) 閉室

10 (水) 10 (金)  10 (月) テスト対策  10 (水)  10 (土) 閉室

11 (木) 11 (土)  11 (火)  11 (木)  11 (日)
山の日：閉

室

12 (金) 12 (日) 閉室  12 (水)  12 (金)  12 (月) 8月授業Ⅰ通常授業・テスト対策

13 (土) 13 (月)  13 (木)  13 (土)  13 (火) 8月授業Ⅰ

14 (日) 閉室 14 (火)  14 (金)  14 (日) 閉室  14 (水) 8月授業Ⅰ

15 (月) 15 (水)  15 (土)  15 (月)
うみの日：

閉室 振り替え授業あり  15 (木) 8月授業Ⅰ

16 (火) 16 (木)  16 (日) 閉室  16 (火)  16 (金) 8月授業Ⅱ通常授業・テスト対策

17 (水) 17 (金)  17 (月) テスト対策  17 (水)  17 (土) 8月授業Ⅱ

18 (木) 18 (土)  18 (火)  18 (木)  18 (日) 閉室

19 (金) 19 (日) 閉室  19 (水)  19 (金)  19 (月) 8月授業Ⅱ

20 (土) 20 (月)  20 (木)  20 (土) 授業終了  20 (火) 8月授業Ⅱ

21 (日) 閉室 21 (火)  21 (金)  21 (日) 閉室  21 (水) 8月授業Ⅲ通常授業・テスト対策

22 (月) 22 (水)  22 (土)  22 (月) 夏講Ⅰ① 復習授業  22 (木) 8月授業Ⅲ

23 (火) 23 (木)  23 (日) 閉室  23 (火) 夏講Ⅰ②  23 (金) 8月授業Ⅲ

24 (水) 24 (金)  24 (月) テスト対策  24 (水) 夏講Ⅰ③  24 (土) 8月授業Ⅲ

25 (木) 25 6  25 (火)  25 (木) 夏講Ⅰ④  25 (日) 夏期ｵｰﾌﾟﾝﾃｽﾄ

26 (金) 26 (日) 閉室  26 (水)  26 (金) 夏講Ⅱ① 復習授業  26 (月) 授業開始 テスト対策

27 (土) 27 (月)  27 (木)  27 (土) 夏講Ⅱ②  27 (火)

28 (日) 閉室 28 (火)  28 (金)  28 (日) 閉室  28 (水)

29 (月)
昭和の日：

閉室 29 (水)  29 (土)  29 (月) 夏講Ⅱ③  29 (木)

30 (火) 閉室 30 (木)  30 (日) 閉室  30 (火) 夏講Ⅱ④  30 (金)

31 (金)  31 (水) 夏講Ⅲ① 復習授業  31 (土)



学年　 　　　年　氏名　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 平成３１年　１ 学 期(前期) 学 習 予 定 表 教科　　　　　担当　 　　　　　

４　 　月 ５　 　月      　 ６　月６　 　月      　 ７　月７　 　月      　 ８　月８　 　月

行 新学年・新学期授業スタート4/8(月)～ 行 夏期講習のご案内 行 夏期講習日程確認終了 行 ８月集中授業日程確認終了 行 夏期講習Ⅲ期

新学年授業ガイダンス 4/27(土)～5/6(月)閉室 定期テスト対策 ※２０日(土)授業終了 ８月集中授業Ⅰ～Ⅲ
事

4/27(土)～5/6(月)閉室
事 事

父母面談
事

夏期講習Ⅰ期～Ⅱ期
事

全県模試(公立中学３年生対象)

 1 (月) 閉室  1 (水) 閉室  1 (土)  1 (月) テスト対策  1 (木) 夏講Ⅲ②

 2 (火) 閉室  2 (木) 閉室  2 (日) 閉室  2 (火)  2 (金) 夏講Ⅲ③

 3 (水) 閉室  3 (金)
憲法記念
日：閉室  3 (月) テスト対策  3 (水)  3 (土) 夏講Ⅲ④

 4 (木) 閉室  4 (土)
みどりの
日：閉室  4 (火)  4 (木)  4 (日) 閉室

 5 (金) 閉室  5 (日)
こどもの日：

閉室  5 (水)  5 (金)  5 (月) 閉室

 6 (土) 閉室  6 (月)
振替休日：

閉室 振り替え授業あり  6 (木)  6 (土)  6 (火) 閉室

 7 (日) 閉室  7 (火)  7 (金)  7 (日) 閉室  7 (水) 閉室

 8 (月) 新学年授業開始  8 (水)  8 (土) 夏期講習申込み締切  8 (月) テスト対策  8 (木) 閉室

 9 (火)  9 (木)  9 (日) 閉室  9 (火)  9 (金) 閉室

10 (水) 10 (金)  10 (月) テスト対策  10 (水)  10 (土) 閉室

11 (木) 11 (土)  11 (火)  11 (木)  11 (日)
山の日：閉

室

12 (金) 12 (日) 閉室  12 (水)  12 (金)  12 (月) 8月授業Ⅰ通常授業・テスト対策

13 (土) 13 (月)  13 (木)  13 (土)  13 (火) 8月授業Ⅰ

14 (日) 閉室 14 (火)  14 (金)  14 (日) 閉室  14 (水) 8月授業Ⅰ

15 (月) 15 (水)  15 (土)  15 (月)
うみの日：

閉室 振り替え授業あり  15 (木) 8月授業Ⅰ

16 (火) 16 (木)  16 (日) 閉室  16 (火)  16 (金) 8月授業Ⅱ通常授業・テスト対策

17 (水) 17 (金)  17 (月) テスト対策  17 (水)  17 (土) 8月授業Ⅱ

18 (木) 18 (土)  18 (火)  18 (木)  18 (日) 閉室

19 (金) 19 (日) 閉室  19 (水)  19 (金)  19 (月) 8月授業Ⅱ

20 (土) 20 (月)  20 (木)  20 (土) 授業終了  20 (火) 8月授業Ⅱ

21 (日) 閉室 21 (火)  21 (金)  21 (日) 閉室  21 (水) 8月授業Ⅲ通常授業・テスト対策

22 (月) 22 (水)  22 (土)  22 (月) 夏講Ⅰ① 復習授業  22 (木) 8月授業Ⅲ

23 (火) 23 (木)  23 (日) 閉室  23 (火) 夏講Ⅰ②  23 (金) 8月授業Ⅲ

24 (水) 24 (金)  24 (月) テスト対策  24 (水) 夏講Ⅰ③  24 (土) 8月授業Ⅲ

25 (木) 25 6  25 (火)  25 (木) 夏講Ⅰ④  25 (日) 夏期ｵｰﾌﾟﾝﾃｽﾄ

26 (金) 26 (日) 閉室  26 (水)  26 (金) 夏講Ⅱ① 復習授業  26 (月) 授業開始 テスト対策

27 (土) 27 (月)  27 (木)  27 (土) 夏講Ⅱ②  27 (火)

28 (日) 閉室 28 (火)  28 (金)  28 (日) 閉室  28 (水)

29 (月)
昭和の日：

閉室 29 (水)  29 (土)  29 (月) 夏講Ⅱ③  29 (木)

30 (火) 閉室 30 (木)  30 (日) 閉室  30 (火) 夏講Ⅱ④  30 (金)

31 (金)  31 (水) 夏講Ⅲ① 復習授業  31 (土)



学年　 　　　年　氏名　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 平成３１年　１ 学 期(前期) 学 習 予 定 表 教科　　　　　担当　 　　　　　

４　 　月 ５　 　月      　 ６　月６　 　月      　 ７　月７　 　月      　 ８　月８　 　月

行 新学年・新学期授業スタート4/8(月)～ 行 夏期講習のご案内 行 夏期講習日程確認終了 行 ８月集中授業日程確認終了 行 夏期講習Ⅲ期

新学年授業ガイダンス 4/27(土)～5/6(月)閉室 定期テスト対策 ※２０日(土)授業終了 ８月集中授業Ⅰ～Ⅲ
事

4/27(土)～5/6(月)閉室
事 事

父母面談
事

夏期講習Ⅰ期～Ⅱ期
事

全県模試(公立中学３年生対象)

 1 (月) 閉室  1 (水) 閉室  1 (土)  1 (月) テスト対策  1 (木) 夏講Ⅲ②

 2 (火) 閉室  2 (木) 閉室  2 (日) 閉室  2 (火)  2 (金) 夏講Ⅲ③

 3 (水) 閉室  3 (金)
憲法記念
日：閉室  3 (月) テスト対策  3 (水)  3 (土) 夏講Ⅲ④

 4 (木) 閉室  4 (土)
みどりの
日：閉室  4 (火)  4 (木)  4 (日) 閉室

 5 (金) 閉室  5 (日)
こどもの日：

閉室  5 (水)  5 (金)  5 (月) 閉室

 6 (土) 閉室  6 (月)
振替休日：

閉室 振り替え授業あり  6 (木)  6 (土)  6 (火) 閉室

 7 (日) 閉室  7 (火)  7 (金)  7 (日) 閉室  7 (水) 閉室

 8 (月) 新学年授業開始  8 (水)  8 (土) 夏期講習申込み締切  8 (月) テスト対策  8 (木) 閉室

 9 (火)  9 (木)  9 (日) 閉室  9 (火)  9 (金) 閉室

10 (水) 10 (金)  10 (月) テスト対策  10 (水)  10 (土) 閉室

11 (木) 11 (土)  11 (火)  11 (木)  11 (日)
山の日：閉

室

12 (金) 12 (日) 閉室  12 (水)  12 (金)  12 (月) 8月授業Ⅰ通常授業・テスト対策

13 (土) 13 (月)  13 (木)  13 (土)  13 (火) 8月授業Ⅰ

14 (日) 閉室 14 (火)  14 (金)  14 (日) 閉室  14 (水) 8月授業Ⅰ

15 (月) 15 (水)  15 (土)  15 (月)
うみの日：

閉室 振り替え授業あり  15 (木) 8月授業Ⅰ

16 (火) 16 (木)  16 (日) 閉室  16 (火)  16 (金) 8月授業Ⅱ通常授業・テスト対策

17 (水) 17 (金)  17 (月) テスト対策  17 (水)  17 (土) 8月授業Ⅱ

18 (木) 18 (土)  18 (火)  18 (木)  18 (日) 閉室

19 (金) 19 (日) 閉室  19 (水)  19 (金)  19 (月) 8月授業Ⅱ

20 (土) 20 (月)  20 (木)  20 (土) 授業終了  20 (火) 8月授業Ⅱ

21 (日) 閉室 21 (火)  21 (金)  21 (日) 閉室  21 (水) 8月授業Ⅲ通常授業・テスト対策

22 (月) 22 (水)  22 (土)  22 (月) 夏講Ⅰ① 復習授業  22 (木) 8月授業Ⅲ

23 (火) 23 (木)  23 (日) 閉室  23 (火) 夏講Ⅰ②  23 (金) 8月授業Ⅲ

24 (水) 24 (金)  24 (月) テスト対策  24 (水) 夏講Ⅰ③  24 (土) 8月授業Ⅲ

25 (木) 25 6  25 (火)  25 (木) 夏講Ⅰ④  25 (日) 夏期ｵｰﾌﾟﾝﾃｽﾄ

26 (金) 26 (日) 閉室  26 (水)  26 (金) 夏講Ⅱ① 復習授業  26 (月) 授業開始 テスト対策

27 (土) 27 (月)  27 (木)  27 (土) 夏講Ⅱ②  27 (火)

28 (日) 閉室 28 (火)  28 (金)  28 (日) 閉室  28 (水)

29 (月)
昭和の日：

閉室 29 (水)  29 (土)  29 (月) 夏講Ⅱ③  29 (木)

30 (火) 閉室 30 (木)  30 (日) 閉室  30 (火) 夏講Ⅱ④  30 (金)

31 (金)  31 (水) 夏講Ⅲ① 復習授業  31 (土)



学年　 　　　年　氏名　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 平成３１年　１ 学 期(前期) 学 習 予 定 表 教科　　　　　担当　 　　　　　

４　 　月 ５　 　月      　 ６　月６　 　月      　 ７　月７　 　月      　 ８　月８　 　月

行 新学年・新学期授業スタート4/8(月)～ 行 夏期講習のご案内 行 夏期講習日程確認終了 行 ８月集中授業日程確認終了 行 夏期講習Ⅲ期

新学年授業ガイダンス 4/27(土)～5/6(月)閉室 定期テスト対策 ※２０日(土)授業終了 ８月集中授業Ⅰ～Ⅲ
事

4/27(土)～5/6(月)閉室
事 事

父母面談
事

夏期講習Ⅰ期～Ⅱ期
事

全県模試(公立中学３年生対象)

 1 (月) 閉室  1 (水) 閉室  1 (土)  1 (月) テスト対策  1 (木) 夏講Ⅲ②

 2 (火) 閉室  2 (木) 閉室  2 (日) 閉室  2 (火)  2 (金) 夏講Ⅲ③

 3 (水) 閉室  3 (金)
憲法記念
日：閉室  3 (月) テスト対策  3 (水)  3 (土) 夏講Ⅲ④

 4 (木) 閉室  4 (土)
みどりの
日：閉室  4 (火)  4 (木)  4 (日) 閉室

 5 (金) 閉室  5 (日)
こどもの日：

閉室  5 (水)  5 (金)  5 (月) 閉室

 6 (土) 閉室  6 (月)
振替休日：

閉室 振り替え授業あり  6 (木)  6 (土)  6 (火) 閉室

 7 (日) 閉室  7 (火)  7 (金)  7 (日) 閉室  7 (水) 閉室

 8 (月) 新学年授業開始  8 (水)  8 (土) 夏期講習申込み締切  8 (月) テスト対策  8 (木) 閉室

 9 (火)  9 (木)  9 (日) 閉室  9 (火)  9 (金) 閉室

10 (水) 10 (金)  10 (月) テスト対策  10 (水)  10 (土) 閉室

11 (木) 11 (土)  11 (火)  11 (木)  11 (日)
山の日：閉

室

12 (金) 12 (日) 閉室  12 (水)  12 (金)  12 (月) 8月授業Ⅰ通常授業・テスト対策

13 (土) 13 (月)  13 (木)  13 (土)  13 (火) 8月授業Ⅰ

14 (日) 閉室 14 (火)  14 (金)  14 (日) 閉室  14 (水) 8月授業Ⅰ

15 (月) 15 (水)  15 (土)  15 (月)
うみの日：

閉室 振り替え授業あり  15 (木) 8月授業Ⅰ

16 (火) 16 (木)  16 (日) 閉室  16 (火)  16 (金) 8月授業Ⅱ通常授業・テスト対策

17 (水) 17 (金)  17 (月) テスト対策  17 (水)  17 (土) 8月授業Ⅱ

18 (木) 18 (土)  18 (火)  18 (木)  18 (日) 閉室

19 (金) 19 (日) 閉室  19 (水)  19 (金)  19 (月) 8月授業Ⅱ

20 (土) 20 (月)  20 (木)  20 (土) 授業終了  20 (火) 8月授業Ⅱ

21 (日) 閉室 21 (火)  21 (金)  21 (日) 閉室  21 (水) 8月授業Ⅲ通常授業・テスト対策

22 (月) 22 (水)  22 (土)  22 (月) 夏講Ⅰ① 復習授業  22 (木) 8月授業Ⅲ

23 (火) 23 (木)  23 (日) 閉室  23 (火) 夏講Ⅰ②  23 (金) 8月授業Ⅲ

24 (水) 24 (金)  24 (月) テスト対策  24 (水) 夏講Ⅰ③  24 (土) 8月授業Ⅲ

25 (木) 25 6  25 (火)  25 (木) 夏講Ⅰ④  25 (日) 夏期ｵｰﾌﾟﾝﾃｽﾄ

26 (金) 26 (日) 閉室  26 (水)  26 (金) 夏講Ⅱ① 復習授業  26 (月) 授業開始 テスト対策

27 (土) 27 (月)  27 (木)  27 (土) 夏講Ⅱ②  27 (火)

28 (日) 閉室 28 (火)  28 (金)  28 (日) 閉室  28 (水)

29 (月)
昭和の日：

閉室 29 (水)  29 (土)  29 (月) 夏講Ⅱ③  29 (木)

30 (火) 閉室 30 (木)  30 (日) 閉室  30 (火) 夏講Ⅱ④  30 (金)

31 (金)  31 (水) 夏講Ⅲ① 復習授業  31 (土)



学年　 　　　年　氏名　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 平成３１年　１ 学 期(前期) 学 習 予 定 表 教科　　　　　担当　 　　　　　

４　 　月 ５　 　月      　 ６　月６　 　月      　 ７　月７　 　月      　 ８　月８　 　月

行 新学年・新学期授業スタート4/8(月)～ 行 夏期講習のご案内 行 夏期講習日程確認終了 行 ８月集中授業日程確認終了 行 夏期講習Ⅲ期

新学年授業ガイダンス 4/27(土)～5/6(月)閉室 定期テスト対策 ※２０日(土)授業終了 ８月集中授業Ⅰ～Ⅲ
事

4/27(土)～5/6(月)閉室
事 事

父母面談
事

夏期講習Ⅰ期～Ⅱ期
事

全県模試(公立中学３年生対象)

 1 (月) 閉室  1 (水) 閉室  1 (土)  1 (月) テスト対策  1 (木) 夏講Ⅲ②

 2 (火) 閉室  2 (木) 閉室  2 (日) 閉室  2 (火)  2 (金) 夏講Ⅲ③

 3 (水) 閉室  3 (金)
憲法記念
日：閉室  3 (月) テスト対策  3 (水)  3 (土) 夏講Ⅲ④

 4 (木) 閉室  4 (土)
みどりの
日：閉室  4 (火)  4 (木)  4 (日) 閉室

 5 (金) 閉室  5 (日)
こどもの日：

閉室  5 (水)  5 (金)  5 (月) 閉室

 6 (土) 閉室  6 (月)
振替休日：

閉室 振り替え授業あり  6 (木)  6 (土)  6 (火) 閉室

 7 (日) 閉室  7 (火)  7 (金)  7 (日) 閉室  7 (水) 閉室

 8 (月) 新学年授業開始  8 (水)  8 (土) 夏期講習申込み締切  8 (月) テスト対策  8 (木) 閉室

 9 (火)  9 (木)  9 (日) 閉室  9 (火)  9 (金) 閉室

10 (水) 10 (金)  10 (月) テスト対策  10 (水)  10 (土) 閉室

11 (木) 11 (土)  11 (火)  11 (木)  11 (日)
山の日：閉

室

12 (金) 12 (日) 閉室  12 (水)  12 (金)  12 (月) 8月授業Ⅰ通常授業・テスト対策

13 (土) 13 (月)  13 (木)  13 (土)  13 (火) 8月授業Ⅰ

14 (日) 閉室 14 (火)  14 (金)  14 (日) 閉室  14 (水) 8月授業Ⅰ

15 (月) 15 (水)  15 (土)  15 (月)
うみの日：

閉室 振り替え授業あり  15 (木) 8月授業Ⅰ

16 (火) 16 (木)  16 (日) 閉室  16 (火)  16 (金) 8月授業Ⅱ通常授業・テスト対策

17 (水) 17 (金)  17 (月) テスト対策  17 (水)  17 (土) 8月授業Ⅱ

18 (木) 18 (土)  18 (火)  18 (木)  18 (日) 閉室

19 (金) 19 (日) 閉室  19 (水)  19 (金)  19 (月) 8月授業Ⅱ

20 (土) 20 (月)  20 (木)  20 (土) 授業終了  20 (火) 8月授業Ⅱ

21 (日) 閉室 21 (火)  21 (金)  21 (日) 閉室  21 (水) 8月授業Ⅲ通常授業・テスト対策

22 (月) 22 (水)  22 (土)  22 (月) 夏講Ⅰ① 復習授業  22 (木) 8月授業Ⅲ

23 (火) 23 (木)  23 (日) 閉室  23 (火) 夏講Ⅰ②  23 (金) 8月授業Ⅲ

24 (水) 24 (金)  24 (月) テスト対策  24 (水) 夏講Ⅰ③  24 (土) 8月授業Ⅲ

25 (木) 25 6  25 (火)  25 (木) 夏講Ⅰ④  25 (日) 夏期ｵｰﾌﾟﾝﾃｽﾄ

26 (金) 26 (日) 閉室  26 (水)  26 (金) 夏講Ⅱ① 復習授業  26 (月) 授業開始 テスト対策

27 (土) 27 (月)  27 (木)  27 (土) 夏講Ⅱ②  27 (火)

28 (日) 閉室 28 (火)  28 (金)  28 (日) 閉室  28 (水)

29 (月)
昭和の日：

閉室 29 (水)  29 (土)  29 (月) 夏講Ⅱ③  29 (木)

30 (火) 閉室 30 (木)  30 (日) 閉室  30 (火) 夏講Ⅱ④  30 (金)

31 (金)  31 (水) 夏講Ⅲ① 復習授業  31 (土)



学年　 　　　年　氏名　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 平成３１年　１ 学 期(前期) 学 習 予 定 表 教科　　　　　担当　 　　　　　

４　 　月 ５　 　月      　 ６　月６　 　月      　 ７　月７　 　月      　 ８　月８　 　月

行 新学年・新学期授業スタート4/8(月)～ 行 夏期講習のご案内 行 夏期講習日程確認終了 行 ８月集中授業日程確認終了 行 夏期講習Ⅲ期

新学年授業ガイダンス 4/27(土)～5/6(月)閉室 定期テスト対策 ※２０日(土)授業終了 ８月集中授業Ⅰ～Ⅲ
事

4/27(土)～5/6(月)閉室
事 事

父母面談
事

夏期講習Ⅰ期～Ⅱ期
事

全県模試(公立中学３年生対象)

 1 (月) 閉室  1 (水) 閉室  1 (土)  1 (月) テスト対策  1 (木) 夏講Ⅲ②

 2 (火) 閉室  2 (木) 閉室  2 (日) 閉室  2 (火)  2 (金) 夏講Ⅲ③

 3 (水) 閉室  3 (金)
憲法記念
日：閉室  3 (月) テスト対策  3 (水)  3 (土) 夏講Ⅲ④

 4 (木) 閉室  4 (土)
みどりの
日：閉室  4 (火)  4 (木)  4 (日) 閉室

 5 (金) 閉室  5 (日)
こどもの日：

閉室  5 (水)  5 (金)  5 (月) 閉室

 6 (土) 閉室  6 (月)
振替休日：

閉室 振り替え授業あり  6 (木)  6 (土)  6 (火) 閉室

 7 (日) 閉室  7 (火)  7 (金)  7 (日) 閉室  7 (水) 閉室

 8 (月) 新学年授業開始  8 (水)  8 (土) 夏期講習申込み締切  8 (月) テスト対策  8 (木) 閉室

 9 (火)  9 (木)  9 (日) 閉室  9 (火)  9 (金) 閉室

10 (水) 10 (金)  10 (月) テスト対策  10 (水)  10 (土) 閉室

11 (木) 11 (土)  11 (火)  11 (木)  11 (日)
山の日：閉

室

12 (金) 12 (日) 閉室  12 (水)  12 (金)  12 (月) 8月授業Ⅰ通常授業・テスト対策

13 (土) 13 (月)  13 (木)  13 (土)  13 (火) 8月授業Ⅰ

14 (日) 閉室 14 (火)  14 (金)  14 (日) 閉室  14 (水) 8月授業Ⅰ

15 (月) 15 (水)  15 (土)  15 (月)
うみの日：

閉室 振り替え授業あり  15 (木) 8月授業Ⅰ

16 (火) 16 (木)  16 (日) 閉室  16 (火)  16 (金) 8月授業Ⅱ通常授業・テスト対策

17 (水) 17 (金)  17 (月) テスト対策  17 (水)  17 (土) 8月授業Ⅱ

18 (木) 18 (土)  18 (火)  18 (木)  18 (日) 閉室

19 (金) 19 (日) 閉室  19 (水)  19 (金)  19 (月) 8月授業Ⅱ

20 (土) 20 (月)  20 (木)  20 (土) 授業終了  20 (火) 8月授業Ⅱ

21 (日) 閉室 21 (火)  21 (金)  21 (日) 閉室  21 (水) 8月授業Ⅲ通常授業・テスト対策

22 (月) 22 (水)  22 (土)  22 (月) 夏講Ⅰ① 復習授業  22 (木) 8月授業Ⅲ

23 (火) 23 (木)  23 (日) 閉室  23 (火) 夏講Ⅰ②  23 (金) 8月授業Ⅲ

24 (水) 24 (金)  24 (月) テスト対策  24 (水) 夏講Ⅰ③  24 (土) 8月授業Ⅲ

25 (木) 25 6  25 (火)  25 (木) 夏講Ⅰ④  25 (日) 夏期ｵｰﾌﾟﾝﾃｽﾄ

26 (金) 26 (日) 閉室  26 (水)  26 (金) 夏講Ⅱ① 復習授業  26 (月) 授業開始 テスト対策

27 (土) 27 (月)  27 (木)  27 (土) 夏講Ⅱ②  27 (火)

28 (日) 閉室 28 (火)  28 (金)  28 (日) 閉室  28 (水)

29 (月)
昭和の日：

閉室 29 (水)  29 (土)  29 (月) 夏講Ⅱ③  29 (木)

30 (火) 閉室 30 (木)  30 (日) 閉室  30 (火) 夏講Ⅱ④  30 (金)

31 (金)  31 (水) 夏講Ⅲ① 復習授業  31 (土)



学年　 　　　年　氏名　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 平成３１年　１ 学 期(前期) 学 習 予 定 表 教科　　　　　担当　 　　　　　

４　 　月 ５　 　月      　 ６　月６　 　月      　 ７　月７　 　月      　 ８　月８　 　月

行 新学年・新学期授業スタート4/8(月)～ 行 夏期講習のご案内 行 夏期講習日程確認終了 行 ８月集中授業日程確認終了 行 夏期講習Ⅲ期

新学年授業ガイダンス 4/27(土)～5/6(月)閉室 定期テスト対策 ※２０日(土)授業終了 ８月集中授業Ⅰ～Ⅲ
事

4/27(土)～5/6(月)閉室
事 事

父母面談
事

夏期講習Ⅰ期～Ⅱ期
事

全県模試(公立中学３年生対象)

 1 (月) 閉室  1 (水) 閉室  1 (土)  1 (月) テスト対策  1 (木) 夏講Ⅲ②

 2 (火) 閉室  2 (木) 閉室  2 (日) 閉室  2 (火)  2 (金) 夏講Ⅲ③

 3 (水) 閉室  3 (金)
憲法記念
日：閉室  3 (月) テスト対策  3 (水)  3 (土) 夏講Ⅲ④

 4 (木) 閉室  4 (土)
みどりの
日：閉室  4 (火)  4 (木)  4 (日) 閉室

 5 (金) 閉室  5 (日)
こどもの日：

閉室  5 (水)  5 (金)  5 (月) 閉室

 6 (土) 閉室  6 (月)
振替休日：

閉室 振り替え授業あり  6 (木)  6 (土)  6 (火) 閉室

 7 (日) 閉室  7 (火)  7 (金)  7 (日) 閉室  7 (水) 閉室

 8 (月) 新学年授業開始  8 (水)  8 (土) 夏期講習申込み締切  8 (月) テスト対策  8 (木) 閉室

 9 (火)  9 (木)  9 (日) 閉室  9 (火)  9 (金) 閉室

10 (水) 10 (金)  10 (月) テスト対策  10 (水)  10 (土) 閉室

11 (木) 11 (土)  11 (火)  11 (木)  11 (日)
山の日：閉

室

12 (金) 12 (日) 閉室  12 (水)  12 (金)  12 (月) 8月授業Ⅰ通常授業・テスト対策

13 (土) 13 (月)  13 (木)  13 (土)  13 (火) 8月授業Ⅰ

14 (日) 閉室 14 (火)  14 (金)  14 (日) 閉室  14 (水) 8月授業Ⅰ

15 (月) 15 (水)  15 (土)  15 (月)
うみの日：

閉室 振り替え授業あり  15 (木) 8月授業Ⅰ

16 (火) 16 (木)  16 (日) 閉室  16 (火)  16 (金) 8月授業Ⅱ通常授業・テスト対策

17 (水) 17 (金)  17 (月) テスト対策  17 (水)  17 (土) 8月授業Ⅱ

18 (木) 18 (土)  18 (火)  18 (木)  18 (日) 閉室

19 (金) 19 (日) 閉室  19 (水)  19 (金)  19 (月) 8月授業Ⅱ

20 (土) 20 (月)  20 (木)  20 (土) 授業終了  20 (火) 8月授業Ⅱ

21 (日) 閉室 21 (火)  21 (金)  21 (日) 閉室  21 (水) 8月授業Ⅲ通常授業・テスト対策

22 (月) 22 (水)  22 (土)  22 (月) 夏講Ⅰ① 復習授業  22 (木) 8月授業Ⅲ

23 (火) 23 (木)  23 (日) 閉室  23 (火) 夏講Ⅰ②  23 (金) 8月授業Ⅲ

24 (水) 24 (金)  24 (月) テスト対策  24 (水) 夏講Ⅰ③  24 (土) 8月授業Ⅲ

25 (木) 25 6  25 (火)  25 (木) 夏講Ⅰ④  25 (日) 夏期ｵｰﾌﾟﾝﾃｽﾄ

26 (金) 26 (日) 閉室  26 (水)  26 (金) 夏講Ⅱ① 復習授業  26 (月) 授業開始 テスト対策

27 (土) 27 (月)  27 (木)  27 (土) 夏講Ⅱ②  27 (火)

28 (日) 閉室 28 (火)  28 (金)  28 (日) 閉室  28 (水)

29 (月)
昭和の日：

閉室 29 (水)  29 (土)  29 (月) 夏講Ⅱ③  29 (木)

30 (火) 閉室 30 (木)  30 (日) 閉室  30 (火) 夏講Ⅱ④  30 (金)

31 (金)  31 (水) 夏講Ⅲ① 復習授業  31 (土)



学年　 　　　年　氏名　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 平成３１年　１ 学 期(前期) 学 習 予 定 表 教科　　　　　担当　 　　　　　

４　 　月 ５　 　月      　 ６　月６　 　月      　 ７　月７　 　月      　 ８　月８　 　月

行 新学年・新学期授業スタート4/8(月)～ 行 夏期講習のご案内 行 夏期講習日程確認終了 行 ８月集中授業日程確認終了 行 夏期講習Ⅲ期

新学年授業ガイダンス 4/27(土)～5/6(月)閉室 定期テスト対策 ※２０日(土)授業終了 ８月集中授業Ⅰ～Ⅲ
事

4/27(土)～5/6(月)閉室
事 事

父母面談
事

夏期講習Ⅰ期～Ⅱ期
事

全県模試(公立中学３年生対象)

 1 (月) 閉室  1 (水) 閉室  1 (土)  1 (月) テスト対策  1 (木) 夏講Ⅲ②

 2 (火) 閉室  2 (木) 閉室  2 (日) 閉室  2 (火)  2 (金) 夏講Ⅲ③

 3 (水) 閉室  3 (金)
憲法記念
日：閉室  3 (月) テスト対策  3 (水)  3 (土) 夏講Ⅲ④

 4 (木) 閉室  4 (土)
みどりの
日：閉室  4 (火)  4 (木)  4 (日) 閉室

 5 (金) 閉室  5 (日)
こどもの日：

閉室  5 (水)  5 (金)  5 (月) 閉室

 6 (土) 閉室  6 (月)
振替休日：

閉室 振り替え授業あり  6 (木)  6 (土)  6 (火) 閉室

 7 (日) 閉室  7 (火)  7 (金)  7 (日) 閉室  7 (水) 閉室

 8 (月) 新学年授業開始  8 (水)  8 (土) 夏期講習申込み締切  8 (月) テスト対策  8 (木) 閉室

 9 (火)  9 (木)  9 (日) 閉室  9 (火)  9 (金) 閉室

10 (水) 10 (金)  10 (月) テスト対策  10 (水)  10 (土) 閉室

11 (木) 11 (土)  11 (火)  11 (木)  11 (日)
山の日：閉

室

12 (金) 12 (日) 閉室  12 (水)  12 (金)  12 (月) 8月授業Ⅰ通常授業・テスト対策

13 (土) 13 (月)  13 (木)  13 (土)  13 (火) 8月授業Ⅰ

14 (日) 閉室 14 (火)  14 (金)  14 (日) 閉室  14 (水) 8月授業Ⅰ

15 (月) 15 (水)  15 (土)  15 (月)
うみの日：

閉室 振り替え授業あり  15 (木) 8月授業Ⅰ

16 (火) 16 (木)  16 (日) 閉室  16 (火)  16 (金) 8月授業Ⅱ通常授業・テスト対策

17 (水) 17 (金)  17 (月) テスト対策  17 (水)  17 (土) 8月授業Ⅱ

18 (木) 18 (土)  18 (火)  18 (木)  18 (日) 閉室

19 (金) 19 (日) 閉室  19 (水)  19 (金)  19 (月) 8月授業Ⅱ

20 (土) 20 (月)  20 (木)  20 (土) 授業終了  20 (火) 8月授業Ⅱ

21 (日) 閉室 21 (火)  21 (金)  21 (日) 閉室  21 (水) 8月授業Ⅲ通常授業・テスト対策

22 (月) 22 (水)  22 (土)  22 (月) 夏講Ⅰ① 復習授業  22 (木) 8月授業Ⅲ

23 (火) 23 (木)  23 (日) 閉室  23 (火) 夏講Ⅰ②  23 (金) 8月授業Ⅲ

24 (水) 24 (金)  24 (月) テスト対策  24 (水) 夏講Ⅰ③  24 (土) 8月授業Ⅲ

25 (木) 25 6  25 (火)  25 (木) 夏講Ⅰ④  25 (日) 夏期ｵｰﾌﾟﾝﾃｽﾄ

26 (金) 26 (日) 閉室  26 (水)  26 (金) 夏講Ⅱ① 復習授業  26 (月) 授業開始 テスト対策

27 (土) 27 (月)  27 (木)  27 (土) 夏講Ⅱ②  27 (火)

28 (日) 閉室 28 (火)  28 (金)  28 (日) 閉室  28 (水)

29 (月)
昭和の日：

閉室 29 (水)  29 (土)  29 (月) 夏講Ⅱ③  29 (木)

30 (火) 閉室 30 (木)  30 (日) 閉室  30 (火) 夏講Ⅱ④  30 (金)

31 (金)  31 (水) 夏講Ⅲ① 復習授業  31 (土)


