
 

平成２９年９月１２日   

 志木中学校保護者 様 

志木市立志木中学校   

         校   長 飯 田 寛   

 

 

学校公開日について（お知らせ） 

 

 

 爽やかな季節を迎え保護者の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。  

また、日頃より本校の教育活動へのご理解・ご支援を賜り、感謝申し上げます。  

 さて、学校公開を下記のとおり実施いたします。ご多用のところとは存じますが、ご都合のよい時間に来校いただ

き、生徒の学習の様子等を参観していただききますようご案内申し上げます。  

記 
 

１ 期    日   

 平成２９年１０月３０日 (月 )、３１日 (火 )、１１月１日 (水 )、２日 (木 ) 

  ※２日（木）は、志木市一斉授業研究会の為、公開は４校時終了まで  

   となります。 

 

２   時    間   午前８時３５分から午後５時００分まで 

               

３ 日課表   

朝の会  8:35～ 

１校時  8:50～ 9:40 

２校時  9:50～10:40 

３校時 10:50～11:40 

４校時 11:50～12:40 

給  食 12:40～13:15 

昼休み 13:15～13:30 

５校時 13:35～14:25 

６校時  14:35～15:25 

清  掃  15:25～15:45 

帰りの会 15:45～15:55 

部活動     ～17:30 

 

4 その他 

上履きをご持参ください。また、 お車でのご来校はご遠慮ください。 



 

 

平成２９年度 時間割 ※出張等で授業の変更がある場合があります。 

 

月

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

1-1 保体 技家 技家 国語 英語 音美 理科 保体 道徳 英語 数学 国語 数学 社会 理科 総合 学活 社会 国語 音楽 理科 数学 英語 英語 保体 美術 社会

1-2 保体 社会 英語 理科 数学 国語 社会 保体 英語 数学 音楽 技家 技家 国語 美術 総合 学活 数学 英語 国語 社会 理科 音美 数学 保体 国語 英語

1-3 英語 保体 美術 数学 社会 数学 英語 理科 保体 道徳 国語 英語 音楽 数学 国語 総合 学活 音美 理科 数学 英語 社会 国語 保体 理科 社会 国語

1-4 国語 保体 理科 美術 数学 理科 国語 社会 保体 道徳 英語 数学 英語 理科 社会 総合 学活 技家 技家 英語 音楽 国語 数学 保体 国語 数学 音美

1-5 数学 保体 国語 英語 美術 社会 数学 英語 保体 国語 理科 数学 社会 音楽 英語 総合 学活 国語 音美 理科 道徳 英語 社会 保体 技家 技家 数学

2-1 英語 技家 技家 数学 音楽 社会 保体 国語 理科 総合 総合 美術 理科 英語 国語 数学 学活 国語 道徳 理科 社会 保体 英語 社会 数学 英語 保体

2-2 理科 社会 英語 国語 道徳 英語 保体 数学 国語 総合 総合 社会 美術 国語 音楽 理科 学活 数学 社会 英語 国語 保体 理科 数学 技家 技家 保体

2-3 数学 理科 音楽 道徳 国語 保体 理科 英語 数学 総合 総合 技家 技家 社会 英語 国語 学活 理科 国語 社会 数学 英語 保体 理科 社会 保体 国語

2-4 国語 数学 社会 理科 英語 保体 国語 理科 社会 総合 総合 英語 国語 美術 数学 音楽 学活 技家 技家 数学 英語 理科 保体 英語 国語 保体 理科

2-5 社会 美術 国語 音楽 理科 保体 数学 社会 英語 総合 総合 国語 社会 数学 理科 英語 学活 英語 理科 国語 道徳 数学 保体 国語 理科 保体 英語

3-1 国語 理科 保体 数学 英語 技家 道徳 英語 音楽 理科 社会 社会 数学 国語 保体 英語 学活 保体 数学 美術 社会 国語 理科 数学 英語 理科 社会

3-2 音楽 英語 保体 社会 国語 理科 道徳 社会 英語 国語 数学 英語 数学 理科 保体 美術 学活 保体 理科 社会 数学 技家 英語 理科 数学 社会 国語

3-3 社会 国語 理科 英語 保体 社会 英語 音楽 美術 数学 国語 保体 理科 道徳 数学 国語 学活 数学 社会 保体 英語 理科 技家 英語 社会 数学 理科

3-4 理科 社会 数学 国語 保体 数学 社会 国語 技家 英語 理科 保体 道徳 数学 英語 理科 学活 理科 英語 保体 国語 数学 社会 音楽 美術 社会 英語

3-5 英語 数学 社会 保体 理科 国語 技家 数学 理科 社会 英語 理科 保体 英語 社会 数学 学活 国語 保体 英語 理科 道徳 社会 美術 音楽 国語 数学

かしわ 体育 音楽 数学 技術 国語 国語 美術 体育 自立 音楽 数学 理科 技術 技術 体育 家庭 学活 英語 国語 数学 自立 体育 家庭 体育 作業 作業 数学

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

月

火 水 木 金

火 水 木 金


