
学年　 　　　年　氏名　　　　　　　　　　　　 　　　令 和  ４ 年　　学 　習　 予　 定 　表 教科　　　　担当　 　　　　　

１　 　月 ２　 　月 ３　 　月 ４　 　月 ５　 　月

行 通常授業スタート 行 中学・高校・大学入試スタート 行 ※3/ １(月)公立高校合格発表日 行 行

中３全県模試・入試答案練習会 ※2/11(金)閉室　※2/23(水)授業日 ※3/21(月)祝日：閉室

事 ※1/10(月)祝日：授業日 事 中学・高校準備授業2/28(月)～ 事 ※3/24(木)修学舎授業終了日 事 事

1 (土) 元旦：閉室  1 (火)
公立高校志

願 学年末テスト対策(公立)  1 (火) ※公立高校合格発表  1 (金)  1 (日)

2 (日) 閉室  2 (水)  2 (水) 学年末テスト対策(私/高)  2 (土)  2 (月)

3 (月) 閉室  3 (木)  3 (木)  3 (日)  3 (火)

4 (火)冬講Ⅲ①  4 (金)
公立高校志

願変更  4 (金)  4 (月)  4 (水)

5 (水)冬講Ⅲ②  5 (土) 第４回中３入試答案練習会  5 (土)  5 (火)  5 (木)

6 (木)冬講Ⅲ③ 公立小中学校始業式  6 (日) 閉室  6 (日) 閉室  6 (水)  6 (金)

7 (金)冬講Ⅲ④  7 (月)
公立高校志

願変更 学年末テスト対策(公立)  7 (月) 中学・高校準備授業②  7 (木)  7 (土)

8 (土) 第７回中３全県模試  8 (火)
公立高校志

願変更  8 (火) 学年末テスト対策(私/高)  8 (金)  8 (日)

9 (日) 閉室  9 (水)  9 (水)  9 (土)  9 (月)

10 (月) 成人の日 通常授業開始 10 (木) ※私立高校入試 10 (木) 10 (日) 10 (火)

11 (火) 11 (金)
建国記念
日：閉室 11 (金) 11 (月) 11 (水)

12 (水) 12 (土) 第５回中３入試答案練習会 12 (土) 12 (火) 12 (木)

13 (木) 13 (日) 閉室 13 (日) 閉室 13 (水) 13 (金)

14 (金) 14 (月) 14 (月) 中学・高校準備授業③ 14 (木) 14 (土)

15 (土) 第１回中３入試答案練習会 15 (火)
公立高校

入試 15 (火) 15 (金) 15 (日)

16 (日) 閉室 16 (水)
公立高校
面接② 16 (水) 16 (土) 16 (月)

17 (月) 17 (木)
公立高校
面接③ 17 (木) 17 (日) 17 (火)

18 (火) 18 (金) 18 (金) 18 (月) 18 (水)

19 (水) 19 (土) 19 (土) 19 (火) 19 (木)

20 (木) 20 (日) 閉室 20 (日) 閉室 20 (水) 20 (金)

21 (金) 21 (月) 学年末テスト対策(私/高) 21 (月)
春分の
日：閉室 21 (木) 21 (土)

22 (土) 第２回中３入試答案練習会 22 (火) 22 (火) 中学・高校準備授業④ 22 (金) 22 (日)

23 (日) 閉室 23 (水)
日：授業

日 23 (水) 23 (土) 23 (月)

24 (月) 24 (木) 24 (木) 修学舎授業終了日 24 (日) 24 (火)

25 (火) 25 (金) 25 (金) 25 (月) 25 (水)

26 (水) 26 (土) 26 (土) 26 (火) 26 (木)

27 (木) 27 (日) 閉室 27 (日) 閉室 27 (水) 27 (金)

28 (金)
公立高校志

願 28 (月) 中学・高校準備授業① 28 (月) 28 (木) 28 (土)

29 (土) 第３回中３入試答案練習会 29 (火) 29 (金) 29 (日)

30 (日) 閉室 30 (水) 30 (土) 30 (月)

31 (月)
公立高校志

願 31 (木) 31 (火)


