
＜運動部＞＊天候・その他の事情により活動予定は変更する場合があります。

月
日 14 16 17 18 19 20
曜 土 月 火 水 木 金

活動時間 13:30-17:00 16:40-18:00 15:40-18:00 16:40-18:30 16:40-18:00 15:40-18:00

場所 グラウンド グラウンド グラウンド グラウンド グラウンド グラウンド

活動時間 13:00-16:00 活動なし 15:30-18:00 16:30-18:00 15:30-18:00 16:30-18:00

場所 グランド グランド グランド グランド グランド

活動時間 13:00-16:00 活動なし 15:30-18:00 16:30-18:00 15:30-18:00 16:30-18:00

場所 グランド グランド グランド グランド グランド

活動時間 13:00～17:00 16:30～18:00 15:30-18:00 活動なし 15:30-18:00 16:30-18:00

場所 グラウンド グラウンド グラウンド グラウンド グラウンド

活動時間 9:00-17:00 活動なし 15:00-18:00 16:00-18:00 15:00-18:00 16:00-18:00

場所 外部会場 グランド グランド グランド グランド

活動時間 13:15～15：30 16:45～18:00 15:45-18:00 16:45～18:00 15:45-18:00 16:45-18:00

場所 グラウンド グラウンド グラウンド グラウンド グラウンド グラウンド

活動時間 活動なし 活動なし 15:30～18:00 16:30～18:00 15:30～16:45 16:30～18:00

場所 テニスコート テニスコート テニスコート テニスコート

活動時間 13:00～17:00 16:30～18:00 15:30～16:45 活動なし 15:30～18:00 活動なし

場所 テニスコート テニスコート テニスコート テニスコート

活動時間 13:00～17:00 16:30～18:00 16:45～18:00 16:30～18:00 15:30～18:00 16:30～17:30

場所 テニスコート テニスコート テニスコート テニスコート テニスコート 中庭

活動時間 13:00～17:01 16:30～18:00 16:45～18:00 16:30～18:00 15:30～18:00 16:30～17:30

場所 テニスコート テニスコート テニスコート テニスコート テニスコート 中庭

活動時間 午後 16:30～18:00 15:30～18:00 活動なし 15:30～18:00 活動なし

場所 校　外 校　外 校　外 校　外

活動時間 活動なし 16:30～18:00 16:30～18:00 16:30～18:00 16:30～18:00 16:30～18:00

場所 プール プール プール プール プール

活動時間 13:00～15：00 16：30～18：00 15：30～18：00 16：30～18：00 15：30～18：00 16：30～18：00

場所 剣道場 剣道場 剣道場 トレーニングルーム等 トレーニングルーム等 剣道場

活動時間 15:00～17:00 16:30～18:00 活動なし 未定 15:30～18:00 活動なし

場所 剣道場 剣道場 剣道場

活動時間 未定 未定 15：30～18：00 16：30～18：00 15：30～18：00 活動なし

場所 柔道場 柔道場 柔道場

活動時間 13:00～15:00 16:30～18:00 活動なし 16:30～18:00 15:30～18:00 16:30～18:00

場所 中庭or体育館 体育館 中庭等 体育館 中庭等

活動時間 15:00~17:00 活動なし 15:30~18:00 16:30~18:00 15:30~18:00 16:30~18:00

場所 体育館 体育館 中庭 中庭 体育館

活動時間 13:00-15:00 16:30-18:00 活動なし 16:30-18:00 15:30-18:00 16:30-18:00

場所 体育館 体育館 体育館 体育館1階or駐輪場 体育館1階or駐輪場

活動時間 外部で練習試合 16:30～18:00 15:30～18:00 16:30～18:00 15:30～18:00 16:30～18:00

場所 中庭 中庭 体育館 中庭 体育館

活動時間 15:00～17:30 16:30～18:00 15:30～18:00 16:30～18:00 15:30～18:00 16:30～18:00

場所 体育館 中庭 体育館 中庭 体育館 中庭

＜文化部＞ ＊活動予定は変更する場合があります。

月
日 14 16 17 18 19 20
曜 土 月 火 水 木 金

活動時間 活動なし 活動なし 活動なし 活動なし 活動なし 活動なし

場所

活動時間 活動なし 16：30～18：00 15：30～18：00 16：30～18：00 15：30～18：00 16：30～18：00

場所 化学講義室 化学講義室 化学講義室 化学講義室 化学講義室

活動時間 活動なし 活動なし 15:30～18:00 活動なし 活動なし 16:30～18:00

場所 生物教室 生物教室

活動時間 活動なし 活動なし 15:00-18:00 活動なし 活動なし 16:00-18:00

場所 作法室 作法室

活動時間 13:00～16:30 16:40～17:45 15:40～17:45 16:40～17:45 15:40～17:45 16:40～17:45

場所 音楽教室＋普通教室 音楽教室＋普通教室 音楽教室＋普通教室 音楽教室＋普通教室 音楽教室＋普通教室 音楽教室＋普通教室

活動時間 活動なし 活動なし 活動なし 活動なし 活動なし 16:40～17:15

場所 美術室

活動時間 12:30～17:00 16:30～18:00 15:30～18:00 16:30～18:30 15:30～18:00 16:30～18:00

場所 軽音部室 軽音部室 部室(自主練習) 軽音部室 軽音部室 軽音部室

活動時間 活動なし 活動なし 15：00～17:30 活動なし 15:30-17:00 活動なし

場所 4階2-4横教室 4階2-4横教室

活動時間 活動なし 活動なし 15:30-17:00 活動なし 15:30-17:00 活動なし

場所 4階2-4横教室 4階2-4横教室

活動時間 13::00～17：00 16：30～18：00 15：30～18：00 16：30～18：00 15：30～18：00 16：30～18：00

場所 書道教室 書道教室 書道教室 書道教室 音楽準備室・教室 書道教室

活動時間 13:30-17:00 活動なし 15:40-18:00 16:40-18:00 15:40-18:00 16:40-18:00

場所 ピロティ ピロティ ピロティ ピロティ ピロティ

活動時間 活動なし 活動なし 活動なし 15:30～18：00 活動なし 活動なし

場所 被服教室（予定）

活動時間 活動なし 活動なし 活動なし 活動なし 活動なし 活動なし

場所

活動時間 活動なし 活動なし 15:30～17:00 活動なし 15:30～17:00 活動なし

場所 美術室 書道教室

活動時間 14:00～16:00 16:30～18:15 17:00～17:30 16:30～18:15 17:00～17:30 17:00～17:30

場所 社会科教室 社会科教室 社会科教室 社会科教室 社会科教室 社会科教室

活動時間 活動なし 16:30～18:00 活動なし 活動なし 活動なし 活動なし

場所 被服教室

陸上競技

サッカー

ラグビー

硬式テニス(女)

男子ハンド

女子ハンド

硬式テニス(男)

学校見学会中クラブ活動予定表一覧　

11月

硬式野球

女子バスケ

ソフトテニス(男)

ソフトテニス(女)

ワンゲル

水泳

剣道

卓球

空手

男子バレー

女子バレー

バドミントン

男子バスケ

ダンス

11月

演劇

科学

生研

茶道

吹奏楽

美術

軽音

漫研

文芸

アンサンブル

ホームメイド

ESS

書道

地歴研

囲碁


