
職会 時間 14-17
場所 体育館
時間 10-12 8-10 9-12
場所 体育館 体育館 音楽室
時間 10-12 8-10 9-12
場所 体育館 体育館 音楽室

校内研修会 時間 13-16
場所 音楽室

春季休業終 時間 13-16
職会・校内研修会 場所 音楽室
前期始業式・着任式 時間

場所

入学式 時間

校内研修会 場所

対面式 時間 ～18:00 ～18:00 1430-17 ~18:00 ~18:00 -18 ～17：00
生徒会オリエンテーション 場所 体育館 体育館 校庭 校庭 土手 音楽室 視聴覚室
土曜授業 時間 12-17 12-17 12:00～15:00 12:00～15:00 13-16

場所 滝野川紅葉中 滝野川紅葉中 校庭 校庭 音楽室
時間 10-12 8-10 13−17 9-12
場所 体育館 体育館 浅草中へ 音楽室

部活動説明会⑥ 時間 ～1７:３0 ～1７:３0 -18 ~18:00 -18 ～17:00
場所 Ｌソフィア Ｌソフィア 体育館 校庭 音楽室 3年4組

時間割１始 時間 ～1８:00 ～1８:00 -18 ~18:00 ~18:00 -18:00 ~17:00 -18
場所 体育館 体育館 校庭 校庭 土手 校庭 美術室 音楽室

身体測定 時間 1645-1830 16：30-18：30
区中研一斉部会 場所 体育館 体育館
GIGAオリエンテーション⑥ 時間 ～17:00 ～17:00 -17：00 ~18:00 ~18:00 -18:00 ~18:00 ~17:00 ~17:00 -18 -17 ~18:00
区学力調査 場所 校庭 校庭 裏校庭 校庭 土手 校庭 体育館 美術室 被服室 音楽室 図書閲覧室 木工室
個人写真撮影 時間 ～18:00 ～18:00 １６−１８ -17：00 ~18:00 ~18:00 -18:00 -18 ～17:00 ～17：00

場所 体育館 体育館 校庭 裏校庭 校庭 土手 校庭 音楽室 理科室 視聴覚室
時間 10-12 8-10 １５−１８ 12-15 9:00~12:00 ～12:00 8:30-11:00 8-11
場所 体育館 体育館 体育館 体育館 校庭 土手 校庭 音楽室
時間 8-10 ８−１２ 12-（大会） 8:00- (大会) 9-12
場所 西新井中 体育館 体育館 奥戸競技場 音楽室

自治委員会 時間 -18 -18 ~18:00 ~17:00 -18
拡大中央委員会 場所 体育館 体育館 校庭 多目的 音楽室
保護者会・魚沼説明会 時間 -18:00 -18:00 -18 17−18 ~18:00 ~18:00 ~17:00 ~17:00 -18 ～17:00 ~18:00
全国学力・学習状況調査 場所 体育館 体育館 校庭 亀田小学校 校庭 土手 梅二 美術室 音楽室 理科室 木工室
小中連携１ 時間 1645-1830 16：30-18：30 ~18:00 ~17:00 14:40～16:00

場所 体育館 体育館 土手 多目的 被服室
耳鼻科検診 時間 ～17:00 ～17:00 ~18:00 ~18:00 -18:00 ~18:00 ~17:00 ~17:00 -18 -17 ~18:00
内科検診（３）⑤ 場所 校庭 校庭 校庭 土手 校庭 体育館 美術室 被服室 音楽室 図書閲覧室 木工室
内科検診（１）⑤ 時間 -18:00 -18:00 １６−１８ -17：00 ~18:00 ~18:00 -18:00 -18 ～17:00 ～17：00
避難訓練・拡大中央委員会 場所 体育館 体育館 亀田小 裏校庭 校庭 土手 校庭 音楽室 理科室 視聴覚室

時間 10-12 8-10 １２−１７ 未定（大会） 9:00~12:00 ９ー13 8:30-11:00 9-12
場所 体育館 体育館 区大会体育館 未定 校庭 土手 校庭 音楽室
時間 12～15 14-17 １２−１７ 未定（大会） 8:30-11:00 9-12
場所 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 区大会体育館 未定 校庭 音楽室

自治委員会 時間 ～1７:３0 ～1７:３0 -18 -18 ~18:00 ~17:00 -18
場所 Ｌソフィア Ｌソフィア 体育館 体育館 校庭 多目的 音楽室

任命式① 時間 -18:00 -18:00 -18 -18 ~18:00 ~18:00 -18:00 ~17:00 ~17:00 ~17:00 -18 ～17:00 ~18:00
内科検診（２）⑤ 場所 体育館 体育館 校庭 亀田小学校 校庭 土手 校庭 梅二 美術室 被服室 音楽室 理科室 木工室
職会 時間 1645-1830 -18 ~18:00 ~17:00
校内研修会 場所 体育館 体育館 土手 多目的
離任式⑥ 時間 ～17:00 ～17:00 ~18:00 ~18:00 -18:00 ~18:00 ~17:00 -18 -17
心臓検診 場所 校庭 校庭 校庭 土手 校庭 体育館 美術室 音楽室 図書閲覧室
昭和の日 時間 9～11 9～11 ８−１２ 未定（大会） 8:00- (大会) 9-12

場所 鹿浜菜の花中 鹿浜菜の花中 大会体育館 未定 舎人競技場 音楽室
時間 10-12 8-10 １２−１５ 15-18 9:00~12:00 ～12:00 8:00- (大会) 9-12
場所 体育館 体育館 体育館 体育館 校庭 校庭 舎人競技場 音楽室

4月28日 木

4月29日 金

4月30日 土

4月25日 月

4月26日 火

4月27日 水

4月22日 金

4月23日 土

4月24日 日

4月19日 火

4月20日 水

4月21日 木

4月16日 土

4月17日 日

4月18日 月

4月13日 水

4月14日 木

4月15日 金

4月11日 月

4月12日 火

令和４年《 ４ 》月 部活動月間予定表
月日 曜

4月8日 金

4月9日 土

4月10日 日

4月5日 火

4月6日 水

4月7日 木

4月2日 土

4月3日 日

4月4日 月

吹奏楽 華道

4月1日 金

陸上 バドミントン 美術 ソフトテニス 技術

足立区立第九中学校       

行事予定 時間・場所 男子バスケ 女子バスケ 男子バレー 女子バレー サッカー 野球 科学 囲碁将棋 読書 ボランティア家庭

※空欄は活動予定なし。

大会や顧問の出張等により、変更する場合があります。


