
月月月月 (舎)舎務部会・研修会(舎)舎務部会・研修会(舎)舎務部会・研修会(舎)舎務部会・研修会 1111 木木木木
二学期始業式二学期始業式二学期始業式二学期始業式
(舎)部屋会(舎)部屋会(舎)部屋会(舎)部屋会
読書推進期間(～10/31)読書推進期間(～10/31)読書推進期間(～10/31)読書推進期間(～10/31)

土土土土 火火火火
「美ら島沖縄教育の日」「美ら島沖縄教育の日」「美ら島沖縄教育の日」「美ら島沖縄教育の日」
宿泊学習(小5)宿泊学習(小5)宿泊学習(小5)宿泊学習(小5)
衣替え期間(～18日)衣替え期間(～18日)衣替え期間(～18日)衣替え期間(～18日)

火火火火

自衛消防訓練(10:00～11:15)自衛消防訓練(10:00～11:15)自衛消防訓練(10:00～11:15)自衛消防訓練(10:00～11:15)
　　　　　舎(11:30～12:00)　　　　　舎(11:30～12:00)　　　　　舎(11:30～12:00)　　　　　舎(11:30～12:00)
不審者侵入対策訓練不審者侵入対策訓練不審者侵入対策訓練不審者侵入対策訓練
(14:00~14:30)(14:00~14:30)(14:00~14:30)(14:00~14:30)

2222 金金金金

運動会事前学習(小２～３校時、運動会事前学習(小２～３校時、運動会事前学習(小２～３校時、運動会事前学習(小２～３校時、
中高５～６校時)、身長体重測定中高５～６校時)、身長体重測定中高５～６校時)、身長体重測定中高５～６校時)、身長体重測定
(高)、(舎)舎務部会、運動会種目(高)、(舎)舎務部会、運動会種目(高)、(舎)舎務部会、運動会種目(高)、(舎)舎務部会、運動会種目
別話し合い(16:30)別話し合い(16:30)別話し合い(16:30)別話し合い(16:30)

日日日日 運動会運動会運動会運動会 水水水水
宿泊学習(小5)、体重測定、学宿泊学習(小5)、体重測定、学宿泊学習(小5)、体重測定、学宿泊学習(小5)、体重測定、学
部会、交流学習(中1･仲西中)部会、交流学習(中1･仲西中)部会、交流学習(中1･仲西中)部会、交流学習(中1･仲西中)

水水水水 3333 土土土土 月月月月
運動会振替休業日運動会振替休業日運動会振替休業日運動会振替休業日
(予備日実施でもこの日)(予備日実施でもこの日)(予備日実施でもこの日)(予備日実施でもこの日)

木木木木 文化の日文化の日文化の日文化の日

木木木木
電気保安点検電気保安点検電気保安点検電気保安点検
(8:30～9:30停電)(8:30～9:30停電)(8:30～9:30停電)(8:30～9:30停電)

4444 日日日日 火火火火

学部研修、ちゅらマナー週間学部研修、ちゅらマナー週間学部研修、ちゅらマナー週間学部研修、ちゅらマナー週間
(高～10/14)、(舎)空手・ｽﾇｰ(高～10/14)、(舎)空手・ｽﾇｰ(高～10/14)、(舎)空手・ｽﾇｰ(高～10/14)、(舎)空手・ｽﾇｰ
ｽﾞﾚﾝ、体重測定、(舎)寄宿舎ｽﾞﾚﾝ、体重測定、(舎)寄宿舎ｽﾞﾚﾝ、体重測定、(舎)寄宿舎ｽﾞﾚﾝ、体重測定、(舎)寄宿舎
参観、舎友会総会参観、舎友会総会参観、舎友会総会参観、舎友会総会

金金金金 (舎)舎務部会(舎)舎務部会(舎)舎務部会(舎)舎務部会

金金金金 消防設備点検(～６日)消防設備点検(～６日)消防設備点検(～６日)消防設備点検(～６日) 5555 月月月月
運動会練習開始、身長体重測運動会練習開始、身長体重測運動会練習開始、身長体重測運動会練習開始、身長体重測
定(中)、学部研修、(舎)係り会定(中)、学部研修、(舎)係り会定(中)、学部研修、(舎)係り会定(中)、学部研修、(舎)係り会

水水水水
お話会(小)(舎)サークル活動、お話会(小)(舎)サークル活動、お話会(小)(舎)サークル活動、お話会(小)(舎)サークル活動、
学部会学部会学部会学部会

土土土土
「津波防災の日」、那覇地区「津波防災の日」、那覇地区「津波防災の日」、那覇地区「津波防災の日」、那覇地区
中文祭、嘉手納スペシャルオ中文祭、嘉手納スペシャルオ中文祭、嘉手納スペシャルオ中文祭、嘉手納スペシャルオ
リンピックス大会(予定)リンピックス大会(予定)リンピックス大会(予定)リンピックス大会(予定)

土土土土
福祉事業所合同説明会福祉事業所合同説明会福祉事業所合同説明会福祉事業所合同説明会
(てだこホール民交流室予定)(てだこホール民交流室予定)(てだこホール民交流室予定)(てだこホール民交流室予定)
9:45～16:209:45～16:209:45～16:209:45～16:20

6666 火火火火
身長体重測定(小)身長体重測定(小)身長体重測定(小)身長体重測定(小)
第３回PTA評議委員会第３回PTA評議委員会第３回PTA評議委員会第３回PTA評議委員会

木木木木
運動会種目別・係別反省会運動会種目別・係別反省会運動会種目別・係別反省会運動会種目別・係別反省会
児童集会(小)、交流学習(高)児童集会(小)、交流学習(高)児童集会(小)、交流学習(高)児童集会(小)、交流学習(高)
志願前相談申し込み〆切志願前相談申し込み〆切志願前相談申し込み〆切志願前相談申し込み〆切

日日日日

日日日日 7777 水水水水
全体研修、2学期学級役員任全体研修、2学期学級役員任全体研修、2学期学級役員任全体研修、2学期学級役員任
命式、(舎)サークル活動命式、(舎)サークル活動命式、(舎)サークル活動命式、(舎)サークル活動

金金金金
人権の日、安全点検日人権の日、安全点検日人権の日、安全点検日人権の日、安全点検日
学校評価、愛汗祭推進委員学校評価、愛汗祭推進委員学校評価、愛汗祭推進委員学校評価、愛汗祭推進委員
会、(舎)舎務部会会、(舎)舎務部会会、(舎)舎務部会会、(舎)舎務部会

月月月月
学部研修、高等部志願前相談(外学部研修、高等部志願前相談(外学部研修、高等部志願前相談(外学部研修、高等部志願前相談(外
部生)期間(～11/11)、(舎)避難部生)期間(～11/11)、(舎)避難部生)期間(～11/11)、(舎)避難部生)期間(～11/11)、(舎)避難
訓練誕生会、寄宿舎参観訓練誕生会、寄宿舎参観訓練誕生会、寄宿舎参観訓練誕生会、寄宿舎参観

月月月月
安全点検日、害虫駆除(調理安全点検日、害虫駆除(調理安全点検日、害虫駆除(調理安全点検日、害虫駆除(調理
室･多目的ﾎｰﾙ立入禁止)室･多目的ﾎｰﾙ立入禁止)室･多目的ﾎｰﾙ立入禁止)室･多目的ﾎｰﾙ立入禁止)

8888 木木木木
人権の日　安全点検日人権の日　安全点検日人権の日　安全点検日人権の日　安全点検日
舎友会総会舎友会総会舎友会総会舎友会総会

土土土土 運動会予備日運動会予備日運動会予備日運動会予備日 火火火火 第4回PTA評議委員会第4回PTA評議委員会第4回PTA評議委員会第4回PTA評議委員会

火火火火 沖特中文祭(～14日)沖特中文祭(～14日)沖特中文祭(～14日)沖特中文祭(～14日) 9999 金金金金
進路学習(高)、(舎)舎務部会、進路学習(高)、(舎)舎務部会、進路学習(高)、(舎)舎務部会、進路学習(高)、(舎)舎務部会、
校長会校長会校長会校長会

日日日日 水水水水
修学旅行(小6)、(舎)心と体の修学旅行(小6)、(舎)心と体の修学旅行(小6)、(舎)心と体の修学旅行(小6)、(舎)心と体の
学習会、全体研修、修学旅行学習会、全体研修、修学旅行学習会、全体研修、修学旅行学習会、全体研修、修学旅行
報告会(中3)報告会(中3)報告会(中3)報告会(中3)

水水水水 空調点検(～1２日)空調点検(～1２日)空調点検(～1２日)空調点検(～1２日) 10101010 土土土土
進路学習(高)、(舎)舎務部会、進路学習(高)、(舎)舎務部会、進路学習(高)、(舎)舎務部会、進路学習(高)、(舎)舎務部会、
校長会校長会校長会校長会

月月月月 体育の日体育の日体育の日体育の日 木木木木
修学旅行(小6)、交流学習修学旅行(小6)、交流学習修学旅行(小6)、交流学習修学旅行(小6)、交流学習
(高)、人権の日、安全点検(高)、人権の日、安全点検(高)、人権の日、安全点検(高)、人権の日、安全点検
日、(舎)ｽﾇｰｽﾞﾚﾝ日、(舎)ｽﾇｰｽﾞﾚﾝ日、(舎)ｽﾇｰｽﾞﾚﾝ日、(舎)ｽﾇｰｽﾞﾚﾝ

木木木木 山の日山の日山の日山の日 11111111 日日日日 火火火火

体験学習(中)③･外部生、全体体験学習(中)③･外部生、全体体験学習(中)③･外部生、全体体験学習(中)③･外部生、全体
研修(高:公開授業)、児童生徒研修(高:公開授業)、児童生徒研修(高:公開授業)、児童生徒研修(高:公開授業)、児童生徒
13:30下校(小･中)(舎)誕生13:30下校(小･中)(舎)誕生13:30下校(小･中)(舎)誕生13:30下校(小･中)(舎)誕生
会、寄宿舎参観会、寄宿舎参観会、寄宿舎参観会、寄宿舎参観

金金金金
産業教育フェア産業教育フェア産業教育フェア産業教育フェア
(舎)舎務部会(舎)舎務部会(舎)舎務部会(舎)舎務部会

金金金金
(舎)害虫駆除&施設見学、(舎)害虫駆除&施設見学、(舎)害虫駆除&施設見学、(舎)害虫駆除&施設見学、
第6回運動会実行委員会第6回運動会実行委員会第6回運動会実行委員会第6回運動会実行委員会

12121212 月月月月
(舎)寄宿舎参観、第8回運動会(舎)寄宿舎参観、第8回運動会(舎)寄宿舎参観、第8回運動会(舎)寄宿舎参観、第8回運動会
実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会

水水水水
現場実習保護者説明会(高)、現場実習保護者説明会(高)、現場実習保護者説明会(高)、現場実習保護者説明会(高)、
空港見学(中３)、お話会(小)、空港見学(中３)、お話会(小)、空港見学(中３)、お話会(小)、空港見学(中３)、お話会(小)、
体験学習(小)④、(舎)全体清掃体験学習(小)④、(舎)全体清掃体験学習(小)④、(舎)全体清掃体験学習(小)④、(舎)全体清掃

土土土土 産業教育フェア産業教育フェア産業教育フェア産業教育フェア

土土土土 13131313 火火火火
(舎)心と体の学習会、運動会(舎)心と体の学習会、運動会(舎)心と体の学習会、運動会(舎)心と体の学習会、運動会
係別話し合い、沖知P連第3回係別話し合い、沖知P連第3回係別話し合い、沖知P連第3回係別話し合い、沖知P連第3回
理事会理事会理事会理事会

木木木木
体験学習(中)④･外部生体験学習(中)④･外部生体験学習(中)④･外部生体験学習(中)④･外部生
(舎)ｽﾇｰｽﾞﾚﾝ(舎)ｽﾇｰｽﾞﾚﾝ(舎)ｽﾇｰｽﾞﾚﾝ(舎)ｽﾇｰｽﾞﾚﾝ

日日日日

日日日日 14141414 水水水水
運営委員会、(舎)映画鑑賞運営委員会、(舎)映画鑑賞運営委員会、(舎)映画鑑賞運営委員会、(舎)映画鑑賞
会、PTA作業(10:00)会、PTA作業(10:00)会、PTA作業(10:00)会、PTA作業(10:00)

金金金金
現場実習壮行会(高)現場実習壮行会(高)現場実習壮行会(高)現場実習壮行会(高)
体験学習(小)⑤、(舎)舎務部会体験学習(小)⑤、(舎)舎務部会体験学習(小)⑤、(舎)舎務部会体験学習(小)⑤、(舎)舎務部会

月月月月
(舎)誕生会、第2回学校評議委(舎)誕生会、第2回学校評議委(舎)誕生会、第2回学校評議委(舎)誕生会、第2回学校評議委
員会員会員会員会

月月月月 旧盆(ウンケー)旧盆(ウンケー)旧盆(ウンケー)旧盆(ウンケー) 15151515 木木木木
児童集会(小)、介護等体験児童集会(小)、介護等体験児童集会(小)、介護等体験児童集会(小)、介護等体験
(小)、、運動会拡大実行委員(小)、、運動会拡大実行委員(小)、、運動会拡大実行委員(小)、、運動会拡大実行委員
会、職員清掃会、職員清掃会、職員清掃会、職員清掃

土土土土 火火火火
火災避難訓練、第2回校内就火災避難訓練、第2回校内就火災避難訓練、第2回校内就火災避難訓練、第2回校内就
学支援委員会学支援委員会学支援委員会学支援委員会

火火火火 旧盆(ナカビ)旧盆(ナカビ)旧盆(ナカビ)旧盆(ナカビ) 16161616 金金金金

介護等体験(小)、大平まつり介護等体験(小)、大平まつり介護等体験(小)、大平まつり介護等体験(小)、大平まつり
準備、食育の日(かみかみの準備、食育の日(かみかみの準備、食育の日(かみかみの準備、食育の日(かみかみの
日)、(舎)舎務部会、(舎)心と日)、(舎)舎務部会、(舎)心と日)、(舎)舎務部会、(舎)心と日)、(舎)舎務部会、(舎)心と
体の学習会、少年を守る日体の学習会、少年を守る日体の学習会、少年を守る日体の学習会、少年を守る日

日日日日 水水水水
(小)宮城小交流(小)宮城小交流(小)宮城小交流(小)宮城小交流
(舎)全体清掃(舎)全体清掃(舎)全体清掃(舎)全体清掃
運営委員会運営委員会運営委員会運営委員会

水水水水 旧盆(ウークイ)旧盆(ウークイ)旧盆(ウークイ)旧盆(ウークイ) 17171717 土土土土
大平まつり大平まつり大平まつり大平まつり
嘉手納スペシャルオリンピッ嘉手納スペシャルオリンピッ嘉手納スペシャルオリンピッ嘉手納スペシャルオリンピッ
クス(ボウリング競技)クス(ボウリング競技)クス(ボウリング競技)クス(ボウリング競技)

月月月月
後期現場実習(高～10/28)後期現場実習(高～10/28)後期現場実習(高～10/28)後期現場実習(高～10/28)
介護等体験(高)介護等体験(高)介護等体験(高)介護等体験(高)
校外学習(舎)校外学習(舎)校外学習(舎)校外学習(舎)

木木木木

体験学習⑤(内部生)(中)体験学習⑤(内部生)(中)体験学習⑤(内部生)(中)体験学習⑤(内部生)(中)
九州地区学校体育研究発表会(て九州地区学校体育研究発表会(て九州地区学校体育研究発表会(て九州地区学校体育研究発表会(て
だこホール)、特別支援学校技能だこホール)、特別支援学校技能だこホール)、特別支援学校技能だこホール)、特別支援学校技能
検定検定検定検定

木木木木 第7回運動会実行委員会第7回運動会実行委員会第7回運動会実行委員会第7回運動会実行委員会 18181818 日日日日 しまくとぅばの日しまくとぅばの日しまくとぅばの日しまくとぅばの日 火火火火
高等部志願前相談(内部生)高等部志願前相談(内部生)高等部志願前相談(内部生)高等部志願前相談(内部生)
宿泊学習保護者説明会(小5)宿泊学習保護者説明会(小5)宿泊学習保護者説明会(小5)宿泊学習保護者説明会(小5)

金金金金

食育の日(かみかみの日)、体験学食育の日(かみかみの日)、体験学食育の日(かみかみの日)、体験学食育の日(かみかみの日)、体験学
習⑥(内部生)(中)、職員清掃、習⑥(内部生)(中)、職員清掃、習⑥(内部生)(中)、職員清掃、習⑥(内部生)(中)、職員清掃、
(舎)親子レク、舎務部会、沖縄県(舎)親子レク、舎務部会、沖縄県(舎)親子レク、舎務部会、沖縄県(舎)親子レク、舎務部会、沖縄県
学校体育研究発表大会(島尻特支)学校体育研究発表大会(島尻特支)学校体育研究発表大会(島尻特支)学校体育研究発表大会(島尻特支)

金金金金 少年を守る日少年を守る日少年を守る日少年を守る日 19191919 月月月月 敬老の日敬老の日敬老の日敬老の日 水水水水
運営委員会、お話会(小)、修学旅運営委員会、お話会(小)、修学旅運営委員会、お話会(小)、修学旅運営委員会、お話会(小)、修学旅
行保護者説明会(小6)、社会見学行保護者説明会(小6)、社会見学行保護者説明会(小6)、社会見学行保護者説明会(小6)、社会見学
(中１)、食育の日(かみかみの日)(中１)、食育の日(かみかみの日)(中１)、食育の日(かみかみの日)(中１)、食育の日(かみかみの日)

土土土土

土土土土
全知P連(第35回秋田大会)全知P連(第35回秋田大会)全知P連(第35回秋田大会)全知P連(第35回秋田大会)
(舎)親子清掃&親睦会(舎)親子清掃&親睦会(舎)親子清掃&親睦会(舎)親子清掃&親睦会

20202020 火火火火
第9回運動会実行委員会、第4第9回運動会実行委員会、第4第9回運動会実行委員会、第4第9回運動会実行委員会、第4
回修学旅行検討委員会(高)、回修学旅行検討委員会(高)、回修学旅行検討委員会(高)、回修学旅行検討委員会(高)、
(舎)誕生会(舎)誕生会(舎)誕生会(舎)誕生会

木木木木 小･金曜日課13:30下校小･金曜日課13:30下校小･金曜日課13:30下校小･金曜日課13:30下校 日日日日 青年教室青年教室青年教室青年教室

日日日日
全知P連(第35回秋田大会)全知P連(第35回秋田大会)全知P連(第35回秋田大会)全知P連(第35回秋田大会)
青年教室青年教室青年教室青年教室

21212121 水水水水
授業参観日(高－学部懇談会－授業参観日(高－学部懇談会－授業参観日(高－学部懇談会－授業参観日(高－学部懇談会－
保護者向け)、職員会議保護者向け)、職員会議保護者向け)、職員会議保護者向け)、職員会議

金金金金

第2回教育課程委員会、秋の遠足第2回教育課程委員会、秋の遠足第2回教育課程委員会、秋の遠足第2回教育課程委員会、秋の遠足
(小･木曜日課15:30下校)、修学(小･木曜日課15:30下校)、修学(小･木曜日課15:30下校)、修学(小･木曜日課15:30下校)、修学
旅行壮行会(中)、久米島高校分教旅行壮行会(中)、久米島高校分教旅行壮行会(中)、久米島高校分教旅行壮行会(中)、久米島高校分教
室志願前相談、(舎)舎務部会、第室志願前相談、(舎)舎務部会、第室志願前相談、(舎)舎務部会、第室志願前相談、(舎)舎務部会、第
3回沖特音研研究協議会3回沖特音研研究協議会3回沖特音研研究協議会3回沖特音研研究協議会

月月月月
(舎)心と体の学習会(舎)心と体の学習会(舎)心と体の学習会(舎)心と体の学習会
宿泊学習保護者検討委員会①宿泊学習保護者検討委員会①宿泊学習保護者検討委員会①宿泊学習保護者検討委員会①
(中)(中)(中)(中)

月月月月 運営委員会運営委員会運営委員会運営委員会 22222222 木木木木 秋分の日秋分の日秋分の日秋分の日 土土土土 火火火火
体験学習⑦(内部生)(中)体験学習⑦(内部生)(中)体験学習⑦(内部生)(中)体験学習⑦(内部生)(中)
職員会議、沖高特入学願書受職員会議、沖高特入学願書受職員会議、沖高特入学願書受職員会議、沖高特入学願書受
付付付付

火火火火 夏期講座①(10:00～16:00)夏期講座①(10:00～16:00)夏期講座①(10:00～16:00)夏期講座①(10:00～16:00) 23232323 金金金金
運動会リハーサル準備、生徒運動会リハーサル準備、生徒運動会リハーサル準備、生徒運動会リハーサル準備、生徒
と係打ち合わせ会、(舎)舎務と係打ち合わせ会、(舎)舎務と係打ち合わせ会、(舎)舎務と係打ち合わせ会、(舎)舎務
部会部会部会部会

日日日日 青年教室青年教室青年教室青年教室 水水水水 勤労感謝の日勤労感謝の日勤労感謝の日勤労感謝の日

水水水水
夏期講座②(9:00～12:30)夏期講座②(9:00～12:30)夏期講座②(9:00～12:30)夏期講座②(9:00～12:30)
舎荷物搬入(～8/31)舎荷物搬入(～8/31)舎荷物搬入(～8/31)舎荷物搬入(～8/31)

24242424 土土土土 月月月月 木木木木
特体連団結式２・３校時、特体連団結式２・３校時、特体連団結式２・３校時、特体連団結式２・３校時、
児童集会(小)、(舎)18番大児童集会(小)、(舎)18番大児童集会(小)、(舎)18番大児童集会(小)、(舎)18番大
会、沖高特入学願書受付会、沖高特入学願書受付会、沖高特入学願書受付会、沖高特入学願書受付

木木木木 清掃(厨房)午前中清掃(厨房)午前中清掃(厨房)午前中清掃(厨房)午前中 25252525 日日日日 火火火火
修学旅行いってらっしゃい会修学旅行いってらっしゃい会修学旅行いってらっしゃい会修学旅行いってらっしゃい会
(中)(中)(中)(中)

金金金金
(舎)舎務部会、第4回沖特音研(舎)舎務部会、第4回沖特音研(舎)舎務部会、第4回沖特音研(舎)舎務部会、第4回沖特音研
研究協議会研究協議会研究協議会研究協議会

金金金金
第１回教育課程委員会10:30第１回教育課程委員会10:30第１回教育課程委員会10:30第１回教育課程委員会10:30
～、職員会議(14:00)～、職員会議(14:00)～、職員会議(14:00)～、職員会議(14:00)

26262626 月月月月 後期自力通学指導(～10/７)後期自力通学指導(～10/７)後期自力通学指導(～10/７)後期自力通学指導(～10/７) 水水水水
修学旅行(中３)、校外学習(中修学旅行(中３)、校外学習(中修学旅行(中３)、校外学習(中修学旅行(中３)、校外学習(中
2)、お話し会(小)、職員会議2)、お話し会(小)、職員会議2)、お話し会(小)、職員会議2)、お話し会(小)、職員会議

土土土土 沖特研　地区中文祭沖特研　地区中文祭沖特研　地区中文祭沖特研　地区中文祭

土土土土 27272727 火火火火
運動会リハーサル、リハ反省運動会リハーサル、リハ反省運動会リハーサル、リハ反省運動会リハーサル、リハ反省
会(係･種目16:00)会(係･種目16:00)会(係･種目16:00)会(係･種目16:00)
(舎)誕生会、寄宿舎参観(舎)誕生会、寄宿舎参観(舎)誕生会、寄宿舎参観(舎)誕生会、寄宿舎参観

木木木木
修学旅行(中３)修学旅行(中３)修学旅行(中３)修学旅行(中３)
介護等体験(中)～30日介護等体験(中)～30日介護等体験(中)～30日介護等体験(中)～30日
児童集会児童集会児童集会児童集会

日日日日
特別支援学校体育大会(中・特別支援学校体育大会(中・特別支援学校体育大会(中・特別支援学校体育大会(中・
高)高)高)高)
日曜授業参観(小)日曜授業参観(小)日曜授業参観(小)日曜授業参観(小)

日日日日 28282828 水水水水

修学旅行保護者説明会(中)修学旅行保護者説明会(中)修学旅行保護者説明会(中)修学旅行保護者説明会(中)
(舎)心と体の学習会、愛汗祭実行(舎)心と体の学習会、愛汗祭実行(舎)心と体の学習会、愛汗祭実行(舎)心と体の学習会、愛汗祭実行
委員報告〆切、運動会リハ反省委員報告〆切、運動会リハ反省委員報告〆切、運動会リハ反省委員報告〆切、運動会リハ反省
会(学部15:30、全体16:15)会(学部15:30、全体16:15)会(学部15:30、全体16:15)会(学部15:30、全体16:15)

金金金金 修学旅行(中３)、(舎)舎務部会修学旅行(中３)、(舎)舎務部会修学旅行(中３)、(舎)舎務部会修学旅行(中３)、(舎)舎務部会 月月月月
特体連体育大会及び日曜参観特体連体育大会及び日曜参観特体連体育大会及び日曜参観特体連体育大会及び日曜参観
振替休業日振替休業日振替休業日振替休業日

月月月月

運動会係話し合い(14:00)、運動会係話し合い(14:00)、運動会係話し合い(14:00)、運動会係話し合い(14:00)、
運動会種目別話し合い運動会種目別話し合い運動会種目別話し合い運動会種目別話し合い
(15:30)、粗大ごみ撤去、(15:30)、粗大ごみ撤去、(15:30)、粗大ごみ撤去、(15:30)、粗大ごみ撤去、
(舎)研修会(舎)研修会(舎)研修会(舎)研修会

29292929 木木木木
修学旅行保護者説明会(高)、修学旅行保護者説明会(高)、修学旅行保護者説明会(高)、修学旅行保護者説明会(高)、
介護等体験(小)、第10回運動介護等体験(小)、第10回運動介護等体験(小)、第10回運動介護等体験(小)、第10回運動
会実行員会会実行員会会実行員会会実行員会

土土土土 沖特音研音楽発表会沖特音研音楽発表会沖特音研音楽発表会沖特音研音楽発表会 火火火火

性エイズ指導期間(～12/９)性エイズ指導期間(～12/９)性エイズ指導期間(～12/９)性エイズ指導期間(～12/９)
マスクプレイ(2～4校時)、特マスクプレイ(2～4校時)、特マスクプレイ(2～4校時)、特マスクプレイ(2～4校時)、特
体連体育大会(表彰式1校時･体連体育大会(表彰式1校時･体連体育大会(表彰式1校時･体連体育大会(表彰式1校時･
高)高)高)高)

火火火火 (舎)職員研修・舎務部会(舎)職員研修・舎務部会(舎)職員研修・舎務部会(舎)職員研修・舎務部会 30303030 金金金金
介護等体験(小)、(舎)舎務部介護等体験(小)、(舎)舎務部介護等体験(小)、(舎)舎務部介護等体験(小)、(舎)舎務部
会、運動会準備、全体清掃会、運動会準備、全体清掃会、運動会準備、全体清掃会、運動会準備、全体清掃

日日日日 水水水水
特体連体育大会(表彰式･中)特体連体育大会(表彰式･中)特体連体育大会(表彰式･中)特体連体育大会(表彰式･中)
小中保護者面談①(小中13:30下小中保護者面談①(小中13:30下小中保護者面談①(小中13:30下小中保護者面談①(小中13:30下
校)、交流学習(小6)校)、交流学習(小6)校)、交流学習(小6)校)、交流学習(小6)

水水水水 学部会学部会学部会学部会 31313131 月月月月 愛汗祭係会愛汗祭係会愛汗祭係会愛汗祭係会

9月9月9月9月 11月11月11月11月8月8月8月8月 10月10月10月10月

NO会議期間


