
（授業日数：20日）

学年 1 2 3 4 5 6 学年 1 2 3 4 5 6
１年 市中学校長会研修会 指導部長会（1校時） １年 月１ 月２ 月３ 月４ 月５

２年 県小児保健保健相談総会 ２年 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ ×
３年 ・小児保健研修会 指導部会(Ⅳ節計画) ３年 月１ 月２ 月３ 月４ 月５

１年 10月１日山形南高校入試学校説明会 １年 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 市中教頭会

２年 山形東高校学校説明会 ２年 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 〇
３年 ３年 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６

「いのち輝く安全の日」　衣替え １年 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 教職員の評価に係る評価者研修会 生徒朝会（生徒会選挙公示） １年 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６

２年 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 市職員評価面談 〇 ２年 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 〇
３年 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 教職員評価研修会 ３年 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６

１年 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 市中校長会⑥ 定時退校日 １年 木５ 木２ 木３ 木４ 木１ 木６

２年 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 高瀬地区コミュニティバス定時会議 ○ 主任会⑨（１校時） ２年 木５ 木２ 木３ 木４ 木１ 木６ 県中教研英語西置賜大会 ×
集金⑥ ３年 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ ３年 木５ 木２ 木３ 木４ 木１ 木６

１年 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 学力向上担当者会 １年 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 金６ 村山特別支援学校入選説明会

２年 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 中学校養護教諭研究会 〇 ２年 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 金６ 管理職危機管理講座 〇
３年 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 研究推進委員会（４校時） ３年 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 金６

定時退校日　　　　　坂本SC来校 １年 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 県小中合同幹事会 １年 市民合同音楽祭（中学の部）

主任会⑧　応援団練習（朝・昼） ２年 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 惺山高入試説明会（or１３日） × ２年

技能教科前期評価通知表配付 ３年 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ ３年

１年 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 金６ いじめ未然防止推進事業協議会 １年

応援団練習（朝・昼） ２年 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 金６ 地区放課後子ども総合指導者研修 〇 ２年

研修推進委員会（４校時） ３年 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 金６ 山形工業学校説明会 ３年

１年 １年 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 管内公立学校入選説明会

２年 ２年 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ ×
３年 学年部会(Ⅳ節計画) ３年 月１ 月２ 月３ 月４ 月５

１年 県ＰＴＡ研修大会 １年 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ いじめ体罰根絶研修会

２年 ２年 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 〇
３年 ３年 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６

スポーツの日 １年 １年 水１ 水２ 水３ 水５ 水６

２年 ２年 水１ 水２ 水３ 水５ 水６ 〇
３年 ３年 水１ 水２ 水３ 水５ 水６

１年 火１ 火２ 火３ 火４ 定時退校日　松崎・坂本SC来校 １年 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 管内小中校長会議

２年 火１ 火２ 火３ 火４ × 生活アンケート ２年 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 中体連常任理事会 ×
３年 火１ 火２ 火３ 火４ 教育相談委員会⑨（５校時） ３年 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 教務主任研修会

市委嘱公開研究会（高楯中・山形八中） １年 水５ 月４ 月５ ※ 坂本SC来校 １年 金１ 金２ 金３ 金４ 学

２年 月１ 月４ 月５ ※ × ２年 金１ 金２ 金３ 金４ 学 ×
３年 月１ 月４ 月５ ※ ３年 金１ 金２ 金３ 金４ 学

定時退校日 全校応援練習（朝） １年 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 思考力をのばす国語の授業づくり研修会 合唱コンクール（山形学院ﾁｬﾍﾟﾙ） １年 行 行 行 木６ 思考力を伸ばす社会の授業づくり研修会

教育相談委員会⑧（５校時） ２年 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 市初任研（授業研究研修）③ △ ２年 行 行 行 木６ 〇
生徒会専門委員会 ３年 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 県小中教頭会研究大会 ３年 行 行 行 木６

県中新人ブロック壮行式（６校時）C日課 １年 金１ 金２ 金３ 金５ 金６ 生 県中学校長会幹事会 １年

研究推進委員会（４校時） ２年 金１ 金２ 金３ 金５ 金６ 生 地域学校協働活動推進員養成講座 〇 ２年

第１回選挙管理委員会 ３年 金１ 金２ 金３ 金５ 金６ 生 市P理事会・教育懇談会 ３年

県中新人ブロック大会 １年 振替休業日（10/29分) １年 県中校長会幹事会④

２年 ２年

３年 ３年

１年

２年

３年

令和４年度 2022/9/6

１０月行事予定表 山形市立高楯中学校

日 曜 給 主な行事予定 校外・ＰＴＡ他 部活 日番 日 曜 給 主な行事予定 校外・ＰＴＡ他 部活 日番

令
和
四
年
十
月

1 土 17 月 〇

2 日 18 火 〇

3 月 〇 19 水 〇

4 火 〇 20 木 〇

5 水 〇 21 金 〇

6 木 〇 22 土

7 金 〇 23 日

8 土 24 月 〇

9 日 25 火 〇

10 月 26 水 〇

11 火 〇 27 木 〇

12 水
弁
当

28 金 〇

日

13 木 〇 29 土

31 月

弁
当

14 金 〇 30

16 日
【11月の主な行事】　4日 避難訓練④　　  　7日～後期時間割開始　　　    9日 生徒会立合演説会･投票
　　　　　　　　　　　　　　　　10日 市演劇教室　   11日 3年親子進路研修会　  15日 後期生徒会任命式
　　　　　　　　　　　　　　　　16日 市中学校生徒活動発表会      　　　　　　　　24・25日 期末テスト

15 土

未確定版


