
十日町高等学校 松之山分校

日 日

1 (金) (日) (水) 体育祭準備（５，６限） (金) 期末考査 (月) (木) 　　　　　　　　　 庭野 1 (土) 松高祭 (火) 　　　　　　　　　 早川 (木) 期末考査　　　白井 (日) 元日 (水)
３年 学年末考査
５限放課 (水) 卒業式 1

2 (土) (月) 美人林清掃 (木) 体育祭　　　　　庭野 (土) ➀②③Ｂ模試 (火) (金) 2 (日) (水) 立会演説会、５限放課　 (金) (月) 振替休日 (木) 　　　　　　　　　 白井 (木) 式場片付け　 重野 2

3 (日) (火) 憲法記念日 (金) (日) (水) (土) 3 (月) 松高祭代休 (木) 文化の日 (土) (火)
学校閉庁日

(金) (金) 3

4 (月) 年度始職員会議（午後） (水) みどりの日 (土) 第1回英検 (月) (木) (日) 4 (火) 　　　　　　　　　小川 (金) 第２回漢字検定 (日) (水) (土) ②Ｂ模試 (土) 学校閉庁日、数学検定 4

5 (火) (木) こどもの日 (日) (火) 　　　　　　　　 　小川 (金) (月) 5 (水) (土) ➀②Ｂ模試 (月) (木) (日) (日) 5

6 (水) (金) 　　　　　　　　　重野 (月) 　　　　　　　　　早川 (水) (土) (火) 　　　　　　　　　 吉村 6 (木) 文書ﾃﾞｻﾞｲﾝ (日) (火) 　　　　　　　　　 庭野 (金) (月) (月) 6

7 (木)
始業式、入学式
１学年ＰＴＡ (土) (火) 　　探究活動① (木) 文書ﾃﾞｻﾞｲﾝ (日) (水) 7 (金) 表計算 (月) (水) (土) (火) 　　　　　　　　　 庭野 (火) 7

8 (金) 対面式 (日) (水)
　　地元企業見学
　　（１，２年） (金) 表計算 (月) (木) 8 (土)

③ＢＳ模試
第2回英検

(火) 　　　　　　　　　 重野 (木) 文書ﾃﾞｻﾞｲﾝ (日) (水) ５限放課 (水) 　　　　　　　　　 名地 8

9 (土) (月) (木) 　修学旅行（３年） (土) (火) (金) 9 (日) (水) (金) 表計算 (月) 成人の日 (木) (木) 9

10 (日) (火) 　　　　　　　　　 名地 (金) (日) (水) 学校閉庁日 (土) ③ＢＳ模試 10 (月) スポーツの日 (木) (土) (火) 始業式 (金) (金) 10

11 (月)
基礎力診断テスト
学習習慣形成支援

(水) 生徒総会、５限放課 (土) (月) (木) 山の日 (日) 11 (火) 白井　 (金) (日) (水) 基礎力診断テスト　 (土) 建国記念の日 (土) 11

12 (火) 身体計測（１限） (木) (日) (火) 　　　　　　　　 　白井 (金) (月) 12 (水) ５限放課 (土) (月) (木) 　　　　　　　　　 重野 (日) (日) 12

13 (水)
レクレーション
尿検査 (金) (月) (水) スマホ安全教室 (土) (火) 　　　　　　　　　 早川 13 (木) １年まちの産業発見塾（総４） (日) (火) 　　　　　　　　　 吉村 (金) (月) (月) 　　　　　　　　　 小川 13

14 (木) 眼科検診　　　　吉村 (土) 学校閉庁日 (火)  　　　　　　　　　吉村 (木) (日) (水) ５限放課 14 (金) 同和教育講演会 (月) (水) 生徒総会 (土) 　➀②Ｂ模試･第3回英検 (火) 　　　　　　　　　 吉村 (火) 14

15 (金) 耳鼻科検診 (日) (水) (金) (月) (木) 15 (土) 学校閉庁 (火) 　　　　　　　　　 名地 (木) (日) 大学入学共通テスト　 (水) ５限放課 (水) 15

16 (土) ③Ｂ模試 (月) (木) (土) (火) (金) 16 (日) (水) (金) 体験活動発表会 (月) (木) (木) 16

17 (日) (火) 　　　　　　　　 　小川 (金) 第1回漢検 (日) (水) (土) 17 (月) 中間考査 (木) (土) (火) 　　　　　　　　　 名地 (金) 学年末考査 (金) 終業式 17

18 (月) (水) 中間考査 (土) (月) 海の日 (木) (日) 18 (火) 　　　　　　　　　 庭野 (金) (日) (水) ５限放課 (土) 学校閉庁日 (土) 18

19 (火) 　　　　　　　　 　早川 (木) (日) (火) 球技大会 (金) (月) 敬老の日 19 (水) 　　５限放課 (土) (月) 　　　　　　　　　早川 (木) (日) (日) 19

20 (水) ＳＮＳ教育プログラム➀ (金) (月) (水)
終業式･学年PTA

１限授業、生徒ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ (土) (火) 　　　　　　　　　重野 20 (木) (日) (火) (金) (月) 学年末考査 (月) 学年末休業 20

21 (木) (土) (火)  　　　　　　　　　重野 (木) 夏季休業 (日) (水) 職員会議 21 (金) (月) (水) ５限放課 (土) (火) 　　　　　　　　 　早川 (火) 春分の日 21

22 (金) 心臓・胸部Ｘ線検査（１年） (日) (水) (金) (月) (木) 22 (土) (火) (木) 球技大会 (日) (水) 　　　進路体験発表会 (水) 22

23 (土) (月) (木) (土) (火) (金) 秋分の日 23 (日) (水) 勤労感謝の日 (金)
終業式
１限授業

(月) (木) 天皇誕生日 (木) 23

24 (日) (火) (金) (日) (水) (土) 24 (月) (木) 　　　　　　　　　 小川 (土) (火) 　　　　　　　　　 小川 (金)
２年 進路ガイダンス
文書ﾃﾞｻﾞｲﾝ (金) 24

25 (月) (水)
歯科検診
結団式 (土) 学校閉庁日 (月) (木) (日) 25 (火) 　　　　　　　　 　吉村 (金) (日) 冬季休業 (水) ５限放課 (土) (土) 25

26 (火) 　　　　　　　　 　重野 (木) 　　　　　　　　　 白井 (日) (火) (金) (月) 26 (水) 修学旅行（２年） (土) 学校閉庁日 (月) (木) (日) (日) 26

27 (水)
５，６限授業
（特別時間割）

(金) (月) (水) (土) 数学検定 (火) 　　　　　　　　　 名地 27 (木) (日) (火) (金) (月) 表計算 (月) 離任式 27

28 (木) (土) ③Ｂ模試 (火) 期末考査 (木) (日) (水) 28 (金) (月) 　　　　　　　　　白井 (水) (土) (火) 式予行　　　　　重野 (火) 28

29 (金) 昭和の日 (日) (水) 　　　　　　　　　名地 (金) (月) 始業式 (木) 29 (土) ③ＢＳ模試 (火) 期末考査 (木) 学校閉庁日 (日) (水) 29

30 (土) (月) (木) (土) (火)
基礎力診断テスト（１，２年）
職員会議 (金) 松高祭準備（５，６限） 30 (日) (水) (金) (月) ３年 学年末考査 (木) 30

31 (火) 　　　　　　　　　 庭野 (日) (水) 　　　　　　　　　 庭野 31 (月) 　　　　　　　　　 早川 (土) (火) 　　　　　　　　　 白井 (金) 31
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③Ｂ模試
主権者教育

特編授業12/5～
人権教育DVD学習

第3回ＰＴＡ役員会第1回PTA役員会
原付通学許可式
交通安全指導

ＰＴＡ総会 交通安全講話
第2回ＰＴＡ役員会
ワックスがけ

薬物講話 原付点検 交通安全指導

探究活動 探究活動高大連携事業・探究活動 探究活動
インターンシップ

探究活動 探究活動

11月 12月 1月 2月 3月

生徒配布用 令和４年度(２０２２年度)年間行事　
令和4年4月6日

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

本校 2学期始業式 8/26

本校 入学式 4/6
本 校 卒業式予行 3/2

卒 業 式 3/3 午前

定時制 卒 業 式 3/2 夕方


