
木木木木

性・エイズデー、観劇(小)性・エイズデー、観劇(小)性・エイズデー、観劇(小)性・エイズデー、観劇(小)
小中保護者面談②(小中13:30小中保護者面談②(小中13:30小中保護者面談②(小中13:30小中保護者面談②(小中13:30
下校)、(舎)ｽﾇｰｽﾞﾚﾝ、特支学下校)、(舎)ｽﾇｰｽﾞﾚﾝ、特支学下校)、(舎)ｽﾇｰｽﾞﾚﾝ、特支学下校)、(舎)ｽﾇｰｽﾞﾚﾝ、特支学
校キャリア教育・就労支援発校キャリア教育・就労支援発校キャリア教育・就労支援発校キャリア教育・就労支援発
表会表会表会表会

1111 日日日日 元旦元旦元旦元旦 水水水水

体重測定、地震津波避難訓体重測定、地震津波避難訓体重測定、地震津波避難訓体重測定、地震津波避難訓
練、特体連駅伝大会推戴式練、特体連駅伝大会推戴式練、特体連駅伝大会推戴式練、特体連駅伝大会推戴式
(中)、修学旅行入札説明会(中)、修学旅行入札説明会(中)、修学旅行入札説明会(中)、修学旅行入札説明会
(中)、(舎)サークル活動、学部(中)、(舎)サークル活動、学部(中)、(舎)サークル活動、学部(中)、(舎)サークル活動、学部
会、沖高特追加募集合格発表会、沖高特追加募集合格発表会、沖高特追加募集合格発表会、沖高特追加募集合格発表

水水水水

※卒業式壁画制作(舞台使用)※卒業式壁画制作(舞台使用)※卒業式壁画制作(舞台使用)※卒業式壁画制作(舞台使用)
学部会、お別れ遠足(小6)学部会、お別れ遠足(小6)学部会、お別れ遠足(小6)学部会、お別れ遠足(小6)
3年生を送る会(中)3年生を送る会(中)3年生を送る会(中)3年生を送る会(中)
入試各係会⑤(高)入試各係会⑤(高)入試各係会⑤(高)入試各係会⑤(高)
(舎)全体清掃(舎)全体清掃(舎)全体清掃(舎)全体清掃

1111

金金金金

第2回特別支援教育委員会、体重第2回特別支援教育委員会、体重第2回特別支援教育委員会、体重第2回特別支援教育委員会、体重
測定、(舎)舎務部会、小中保護者測定、(舎)舎務部会、小中保護者測定、(舎)舎務部会、小中保護者測定、(舎)舎務部会、小中保護者
面談③(小中13:30下校)、第1回面談③(小中13:30下校)、第1回面談③(小中13:30下校)、第1回面談③(小中13:30下校)、第1回
修学旅行検討委員会(中)14:00修学旅行検討委員会(中)14:00修学旅行検討委員会(中)14:00修学旅行検討委員会(中)14:00

2222 月月月月 木木木木
特体連駅伝大会推戴式(高)特体連駅伝大会推戴式(高)特体連駅伝大会推戴式(高)特体連駅伝大会推戴式(高)
(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

木木木木
児童集会(小)、体重測定、児童集会(小)、体重測定、児童集会(小)、体重測定、児童集会(小)、体重測定、
小中高保護者面談期間②小中高保護者面談期間②小中高保護者面談期間②小中高保護者面談期間②
(13:30下校)(13:30下校)(13:30下校)(13:30下校)

2222

土土土土 3333 火火火火 金金金金
特体連駅伝大会(中高)、(舎)舎特体連駅伝大会(中高)、(舎)舎特体連駅伝大会(中高)、(舎)舎特体連駅伝大会(中高)、(舎)舎
務部会、第5回沖特音研研究務部会、第5回沖特音研研究務部会、第5回沖特音研研究務部会、第5回沖特音研研究
協議会協議会協議会協議会

金金金金

６年生を送る会、職員清掃６年生を送る会、職員清掃６年生を送る会、職員清掃６年生を送る会、職員清掃
小中高保護者面談期間③小中高保護者面談期間③小中高保護者面談期間③小中高保護者面談期間③
(13:30下校)入試各係会⑥(13:30下校)入試各係会⑥(13:30下校)入試各係会⑥(13:30下校)入試各係会⑥
(高)、(舎)舎務部会(高)、(舎)舎務部会(高)、(舎)舎務部会(高)、(舎)舎務部会

3333

日日日日 4444 水水水水 御用始め御用始め御用始め御用始め 土土土土 土土土土 4444

月月月月
学部研修、高保護者面談①(高学部研修、高保護者面談①(高学部研修、高保護者面談①(高学部研修、高保護者面談①(高
13:30下校)、(舎)誕生会13:30下校)、(舎)誕生会13:30下校)、(舎)誕生会13:30下校)、(舎)誕生会

5555 木木木木
学部会学部会学部会学部会
舎務部会舎務部会舎務部会舎務部会
初興し初興し初興し初興し

日日日日 日日日日 5555

火火火火
校外学習(小4・5)、高保護者校外学習(小4・5)、高保護者校外学習(小4・5)、高保護者校外学習(小4・5)、高保護者
面談②(高13:30下校)、校外面談②(高13:30下校)、校外面談②(高13:30下校)、校外面談②(高13:30下校)、校外
学習(舎)学習(舎)学習(舎)学習(舎)

6666 金金金金
三学期始業式三学期始業式三学期始業式三学期始業式
愛汗祭テーマ発表愛汗祭テーマ発表愛汗祭テーマ発表愛汗祭テーマ発表

月月月月
特体連駅伝大会報告会特体連駅伝大会報告会特体連駅伝大会報告会特体連駅伝大会報告会
(中)(高)、学部研修(中)(高)、学部研修(中)(高)、学部研修(中)(高)、学部研修

月月月月 卒業生を送る会(高)卒業生を送る会(高)卒業生を送る会(高)卒業生を送る会(高) 6666

水水水水
学部会、入試説明会(高)、(舎)学部会、入試説明会(高)、(舎)学部会、入試説明会(高)、(舎)学部会、入試説明会(高)、(舎)
全体清掃、校外学習(小１･２･全体清掃、校外学習(小１･２･全体清掃、校外学習(小１･２･全体清掃、校外学習(小１･２･
３･6)３･6)３･6)３･6)

7777 土土土土 火火火火
愛汗祭各反省会、沖高特追加愛汗祭各反省会、沖高特追加愛汗祭各反省会、沖高特追加愛汗祭各反省会、沖高特追加
募集確約書提出期限募集確約書提出期限募集確約書提出期限募集確約書提出期限

火火火火
お別れ遠足(小３・４・５年)お別れ遠足(小３・４・５年)お別れ遠足(小３・４・５年)お別れ遠足(小３・４・５年)
入学者学力検査準備(高)入学者学力検査準備(高)入学者学力検査準備(高)入学者学力検査準備(高)

7777

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)係会(舎)係会(舎)係会(舎)係会

8888 日日日日 水水水水

人権の日、安全点検日、沖知人権の日、安全点検日、沖知人権の日、安全点検日、沖知人権の日、安全点検日、沖知
P連第４回理事会、(舎)心と体P連第４回理事会、(舎)心と体P連第４回理事会、(舎)心と体P連第４回理事会、(舎)心と体
の学習会、高等部入学願書受の学習会、高等部入学願書受の学習会、高等部入学願書受の学習会、高等部入学願書受
付付付付

水水水水
お別れ遠足(小１・２年)お別れ遠足(小１・２年)お別れ遠足(小１・２年)お別れ遠足(小１・２年)
高等部入学者学力検査①高等部入学者学力検査①高等部入学者学力検査①高等部入学者学力検査①
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

8888

金金金金
(中)校内持久走大会(中)校内持久走大会(中)校内持久走大会(中)校内持久走大会
高保護者面談③(高13:30下高保護者面談③(高13:30下高保護者面談③(高13:30下高保護者面談③(高13:30下
校)、(舎)舎務部会校)、(舎)舎務部会校)、(舎)舎務部会校)、(舎)舎務部会

9999 月月月月 成人の日成人の日成人の日成人の日 木木木木
児童集会(小)、特別支援学校児童集会(小)、特別支援学校児童集会(小)、特別支援学校児童集会(小)、特別支援学校
技能検定、高等部入学願書受技能検定、高等部入学願書受技能検定、高等部入学願書受技能検定、高等部入学願書受
付付付付

木木木木 高等部入学者学力検査②高等部入学者学力検査②高等部入学者学力検査②高等部入学者学力検査② 9999

土土土土
世界人権デー世界人権デー世界人権デー世界人権デー
県中文祭(中学部舞台発表予県中文祭(中学部舞台発表予県中文祭(中学部舞台発表予県中文祭(中学部舞台発表予
定)定)定)定)

10101010 火火火火

書き初め大会(中)、入舎募集書き初め大会(中)、入舎募集書き初め大会(中)、入舎募集書き初め大会(中)、入舎募集
～1/20、学部研修、人権の～1/20、学部研修、人権の～1/20、学部研修、人権の～1/20、学部研修、人権の
日、安全点検日、(舎)舎務部日、安全点検日、(舎)舎務部日、安全点検日、(舎)舎務部日、安全点検日、(舎)舎務部
会会会会

金金金金 一日入学(小)、(舎)舎務部会一日入学(小)、(舎)舎務部会一日入学(小)、(舎)舎務部会一日入学(小)、(舎)舎務部会 金金金金

会場設営(午前中)、会場設営(午前中)、会場設営(午前中)、会場設営(午前中)、
卒業証書授与練習(小中高)、卒業証書授与練習(小中高)、卒業証書授与練習(小中高)、卒業証書授与練習(小中高)、
(舎)入舎選考委員会、舎務部(舎)入舎選考委員会、舎務部(舎)入舎選考委員会、舎務部(舎)入舎選考委員会、舎務部
会会会会

10101010

日日日日 県中文祭県中文祭県中文祭県中文祭 11111111 水水水水

全体研修、身長体重測定(小)、3全体研修、身長体重測定(小)、3全体研修、身長体重測定(小)、3全体研修、身長体重測定(小)、3
学期学級役員任命式(中)、(舎)全学期学級役員任命式(中)、(舎)全学期学級役員任命式(中)、(舎)全学期学級役員任命式(中)、(舎)全
体清掃、宿泊学習保護者検討委体清掃、宿泊学習保護者検討委体清掃、宿泊学習保護者検討委体清掃、宿泊学習保護者検討委
員会②(中)、沖高特入学者学力検員会②(中)、沖高特入学者学力検員会②(中)、沖高特入学者学力検員会②(中)、沖高特入学者学力検
査①査①査①査①

土土土土 建国記念の日建国記念の日建国記念の日建国記念の日 土土土土 11111111

月月月月 12121212 木木木木
身長体重測定(中)、沖高特入身長体重測定(中)、沖高特入身長体重測定(中)、沖高特入身長体重測定(中)、沖高特入
学者学力検査②学者学力検査②学者学力検査②学者学力検査②

日日日日 日日日日 青年教室(閉級式)青年教室(閉級式)青年教室(閉級式)青年教室(閉級式) 12121212

火火火火
修学旅行(高2)修学旅行(高2)修学旅行(高2)修学旅行(高2)
舎お楽しみ会舎お楽しみ会舎お楽しみ会舎お楽しみ会

13131313 金金金金

校内実習事前学習(中)、第2回漢校内実習事前学習(中)、第2回漢校内実習事前学習(中)、第2回漢校内実習事前学習(中)、第2回漢
字検定、身長体重測定(高)、(舎)字検定、身長体重測定(高)、(舎)字検定、身長体重測定(高)、(舎)字検定、身長体重測定(高)、(舎)
舎務部会、第5回修学旅行検討委舎務部会、第5回修学旅行検討委舎務部会、第5回修学旅行検討委舎務部会、第5回修学旅行検討委
員会(高)、校長会員会(高)、校長会員会(高)、校長会員会(高)、校長会

月月月月
入学前調査(中)入学前調査(中)入学前調査(中)入学前調査(中)
(舎)サークル活動閉講式(舎)サークル活動閉講式(舎)サークル活動閉講式(舎)サークル活動閉講式

月月月月
卒業証書授与練習(小中高)、卒業証書授与練習(小中高)、卒業証書授与練習(小中高)、卒業証書授与練習(小中高)、
(舎)お別れ会(舎)お別れ会(舎)お別れ会(舎)お別れ会

13131313

水水水水
修学旅行(高2)修学旅行(高2)修学旅行(高2)修学旅行(高2)
運営委員会運営委員会運営委員会運営委員会

14141414 土土土土 火火火火
十三祝い(小)十三祝い(小)十三祝い(小)十三祝い(小)
第2回入試検討委員会(高)、第第2回入試検討委員会(高)、第第2回入試検討委員会(高)、第第2回入試検討委員会(高)、第
5回PTA評議員会5回PTA評議員会5回PTA評議員会5回PTA評議員会

火火火火 学部離任式(中)学部離任式(中)学部離任式(中)学部離任式(中) 14141414

木木木木
児童集会(小)児童集会(小)児童集会(小)児童集会(小)
修学旅行(高2)修学旅行(高2)修学旅行(高2)修学旅行(高2)

15151515 日日日日 青年教室(成人式)青年教室(成人式)青年教室(成人式)青年教室(成人式) 水水水水
運営委員会、運営委員会、運営委員会、運営委員会、
(舎)全体清掃(舎)全体清掃(舎)全体清掃(舎)全体清掃
第2回修学旅行検討委員会(中)第2回修学旅行検討委員会(中)第2回修学旅行検討委員会(中)第2回修学旅行検討委員会(中)

水水水水
運営委員会運営委員会運営委員会運営委員会
高等部合格発表高等部合格発表高等部合格発表高等部合格発表

15151515

金金金金
(中)校内持久走大会予備日(中)校内持久走大会予備日(中)校内持久走大会予備日(中)校内持久走大会予備日
修学旅行(高2)、校外学習(高修学旅行(高2)、校外学習(高修学旅行(高2)、校外学習(高修学旅行(高2)、校外学習(高
1,高３)、(舎)舎務部会1,高３)、(舎)舎務部会1,高３)、(舎)舎務部会1,高３)、(舎)舎務部会

16161616 月月月月
校内実習(中:～20日)校内実習(中:～20日)校内実習(中:～20日)校内実習(中:～20日)
宿泊保護者検討委員会(中)宿泊保護者検討委員会(中)宿泊保護者検討委員会(中)宿泊保護者検討委員会(中)

木木木木
第3回学校評議委員会第3回学校評議委員会第3回学校評議委員会第3回学校評議委員会
第2回学校保健委員会第2回学校保健委員会第2回学校保健委員会第2回学校保健委員会

木木木木
高卒業式リハーサル高卒業式リハーサル高卒業式リハーサル高卒業式リハーサル
高等部二次募集受付①高等部二次募集受付①高等部二次募集受付①高等部二次募集受付①

16161616

土土土土 17171717 火火火火 金金金金
生徒会役員選挙(中･高)、食育生徒会役員選挙(中･高)、食育生徒会役員選挙(中･高)、食育生徒会役員選挙(中･高)、食育
の日(かみかみの日)、(舎)舎務の日(かみかみの日)、(舎)舎務の日(かみかみの日)、(舎)舎務の日(かみかみの日)、(舎)舎務
部会部会部会部会

金金金金
高等部卒業式高等部卒業式高等部卒業式高等部卒業式
高等部二次募集受付②、舎務高等部二次募集受付②、舎務高等部二次募集受付②、舎務高等部二次募集受付②、舎務
部会、荷物搬出3/24まで部会、荷物搬出3/24まで部会、荷物搬出3/24まで部会、荷物搬出3/24まで

17171717

日日日日 青年教室(クリスマス会)青年教室(クリスマス会)青年教室(クリスマス会)青年教室(クリスマス会) 18181818 水水水水
運営委員会運営委員会運営委員会運営委員会
入試各係会②(高)、沖高特合入試各係会②(高)、沖高特合入試各係会②(高)、沖高特合入試各係会②(高)、沖高特合
格発表格発表格発表格発表

土土土土 土土土土 18181818

月月月月
食育の日(かみかみの日)、(舎)食育の日(かみかみの日)、(舎)食育の日(かみかみの日)、(舎)食育の日(かみかみの日)、(舎)
お楽しみ会お楽しみ会お楽しみ会お楽しみ会

19191919 木木木木
食育の日(かみかみの日)、特食育の日(かみかみの日)、特食育の日(かみかみの日)、特食育の日(かみかみの日)、特
体連駅伝試走会(中高)、那覇体連駅伝試走会(中高)、那覇体連駅伝試走会(中高)、那覇体連駅伝試走会(中高)、那覇
浦添初任研訪問(13:30～)浦添初任研訪問(13:30～)浦添初任研訪問(13:30～)浦添初任研訪問(13:30～)

日日日日 日日日日 19191919

火火火火
入試各係会①(高)入試各係会①(高)入試各係会①(高)入試各係会①(高)
校内持久走大会(高)校内持久走大会(高)校内持久走大会(高)校内持久走大会(高)

20202020 金金金金 職員清掃、(舎)舎務部会職員清掃、(舎)舎務部会職員清掃、(舎)舎務部会職員清掃、(舎)舎務部会 月月月月 入試各係会③(高)、(舎)誕生会入試各係会③(高)、(舎)誕生会入試各係会③(高)、(舎)誕生会入試各係会③(高)、(舎)誕生会 月月月月 春分の日春分の日春分の日春分の日 20202020

水水水水
(舎)冬休みの過ごし方、入舎(舎)冬休みの過ごし方、入舎(舎)冬休みの過ごし方、入舎(舎)冬休みの過ごし方、入舎
説明会説明会説明会説明会

21212121 土土土土 火火火火 火火火火 小中卒業式リハーサル小中卒業式リハーサル小中卒業式リハーサル小中卒業式リハーサル 21212121

木木木木
二学期終業式二学期終業式二学期終業式二学期終業式
職員会議、(舎)舎務部会職員会議、(舎)舎務部会職員会議、(舎)舎務部会職員会議、(舎)舎務部会

22222222 日日日日 水水水水
職員会議職員会議職員会議職員会議
(舎)係会、舎友会総会(舎)係会、舎友会総会(舎)係会、舎友会総会(舎)係会、舎友会総会

水水水水
小中卒業式小中卒業式小中卒業式小中卒業式
高等部入学者選抜検査(二次募高等部入学者選抜検査(二次募高等部入学者選抜検査(二次募高等部入学者選抜検査(二次募
集面接)集面接)集面接)集面接)

22222222

金金金金 天皇誕生日天皇誕生日天皇誕生日天皇誕生日 23232323 月月月月

授業参観日(小中高学部懇談授業参観日(小中高学部懇談授業参観日(小中高学部懇談授業参観日(小中高学部懇談
会)、愛汗祭準備期間(～27会)、愛汗祭準備期間(～27会)、愛汗祭準備期間(～27会)、愛汗祭準備期間(～27
日)、私費会計検討委(小中日)、私費会計検討委(小中日)、私費会計検討委(小中日)、私費会計検討委(小中
14:15、高舎16:30)14:15、高舎16:30)14:15、高舎16:30)14:15、高舎16:30)

木木木木 児童集会(小)児童集会(小)児童集会(小)児童集会(小) 木木木木 23232323

土土土土 24242424 火火火火

愛汗祭舞台リハーサル(小)リ愛汗祭舞台リハーサル(小)リ愛汗祭舞台リハーサル(小)リ愛汗祭舞台リハーサル(小)リ
ハ反省会(小)、生徒会役員選ハ反省会(小)、生徒会役員選ハ反省会(小)、生徒会役員選ハ反省会(小)、生徒会役員選
挙告示(中)、(舎)サークル活挙告示(中)、(舎)サークル活挙告示(中)、(舎)サークル活挙告示(中)、(舎)サークル活
動、沖高特確約書提出期限動、沖高特確約書提出期限動、沖高特確約書提出期限動、沖高特確約書提出期限

金金金金 お別れ遠足(中)、舎務部会お別れ遠足(中)、舎務部会お別れ遠足(中)、舎務部会お別れ遠足(中)、舎務部会 金金金金
修了式・離任式修了式・離任式修了式・離任式修了式・離任式
職員会議職員会議職員会議職員会議

24242424

日日日日 25252525 水水水水
愛汗祭振替休日、沖高特追加愛汗祭振替休日、沖高特追加愛汗祭振替休日、沖高特追加愛汗祭振替休日、沖高特追加
募集願書受付募集願書受付募集願書受付募集願書受付

土土土土 土土土土 25252525

月月月月
冬季休業日開始(1/5迄)冬季休業日開始(1/5迄)冬季休業日開始(1/5迄)冬季休業日開始(1/5迄)
(舎)舎務部会(舎)舎務部会(舎)舎務部会(舎)舎務部会

26262626 木木木木
職員会議、生徒会役員選挙告職員会議、生徒会役員選挙告職員会議、生徒会役員選挙告職員会議、生徒会役員選挙告
示(高)、(舎)心と体の学習会、示(高)、(舎)心と体の学習会、示(高)、(舎)心と体の学習会、示(高)、(舎)心と体の学習会、
沖高特追加募集願書受付沖高特追加募集願書受付沖高特追加募集願書受付沖高特追加募集願書受付

日日日日 日日日日 26262626

火火火火 27272727 金金金金
(舎)舎務部会(舎)舎務部会(舎)舎務部会(舎)舎務部会
第1回入試検討委員会(高)第1回入試検討委員会(高)第1回入試検討委員会(高)第1回入試検討委員会(高)

月月月月
入試各係会④(高)入試各係会④(高)入試各係会④(高)入試各係会④(高)
※卒業式壁画制作(3/10まで※卒業式壁画制作(3/10まで※卒業式壁画制作(3/10まで※卒業式壁画制作(3/10まで
舞台使用)舞台使用)舞台使用)舞台使用)

月月月月
学年末休業日開始(31日迄)学年末休業日開始(31日迄)学年末休業日開始(31日迄)学年末休業日開始(31日迄)
高等部二次募集合格発表高等部二次募集合格発表高等部二次募集合格発表高等部二次募集合格発表

27272727

水水水水 御用納め御用納め御用納め御用納め 28282828 土土土土 愛汗祭愛汗祭愛汗祭愛汗祭、青年教室、青年教室、青年教室、青年教室 火火火火
小中高保護者面談期間①小中高保護者面談期間①小中高保護者面談期間①小中高保護者面談期間①
(13:30下校)、校外学習(舎)(13:30下校)、校外学習(舎)(13:30下校)、校外学習(舎)(13:30下校)、校外学習(舎)

火火火火 沖知P連会計監査沖知P連会計監査沖知P連会計監査沖知P連会計監査 28282828

木木木木 29292929 日日日日 水水水水
新入生オリエンテーション新入生オリエンテーション新入生オリエンテーション新入生オリエンテーション
(高)(高)(高)(高)
舎務部会舎務部会舎務部会舎務部会

29292929

金金金金 30303030 月月月月
入舎面接～2/10入舎面接～2/10入舎面接～2/10入舎面接～2/10
(舎)サークル活動(舎)サークル活動(舎)サークル活動(舎)サークル活動
卒業式係り会(16:30)卒業式係り会(16:30)卒業式係り会(16:30)卒業式係り会(16:30)

木木木木 30303030

土土土土 31313131 火火火火 校内実習･愛汗祭事後学習(中)校内実習･愛汗祭事後学習(中)校内実習･愛汗祭事後学習(中)校内実習･愛汗祭事後学習(中) 金金金金 31313131

3月3月3月3月12月12月12月12月 1月1月1月1月 2月2月2月2月


