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どう過ごす、夏休み
学年集会では、正副室長からクラスの様子を振り返って話をしてもらいました。室長の口からは、忙しかった、といいながら

も行事を通して絆が深まったことや、自分たちのクラスのよさが語られました。自分たちのクラスを誇る言葉が出たことにうれしく
思いました。３年生になり、様々な場面で学校の中心として活動する場面が増えました。初めてそのような役割に挑戦した
人も多いでしょう。それぞれの経験を通して力強く頼もしい３年生になってくれました。さて、明日から夏休みです。３年生の
夏。進路選択へ向けて動く夏です。高校体験もあります。実際に自分の目で高校を見て、何がしたいのか、何を目的として
進路を選択していくのか、じっくり考える夏にもしてください。高校進学のその先を見据えた意思決定をしてほしいと思います。

先週末から県総体が始まっています。３年生にとっては最後の大会です。１つでも前へ進むよう、しっかりと最後までやりき
ってください。中国大会、全国大会が決まった人も人もいます。頑張ってこーい。

いずれも、それぞれの目標を持って過ごす夏休みになりますね。やるのもやらないのも自分が選択したこと。選択した結果
は自分にしっかり返ってきますから、ぜひ充実した夏休みにしてください。

附中模試日程と高校体験のこと
７月２６日（火）に第３回附中模試を行います。時間が普段とは違います。

８時１０分登校、８時３０分には１限が始まります。弁当も必要です。
７月２７日（水）から、高校体験が始まります。それぞれの学校で集合時間

や持ち物が違いますので、配布された要項をしっかり確認してください。登下校も高
校体験の一環ですので、事前に行き方を確認し、当日慌てることのないようにして
ください。次の点にも、留意してください。

服 装：制服、マスク着用、名札なし
持ち物：各校指定のもの（サブバッグ）、スリッパ（必要な学校）
その他：時間厳守。無断欠席、遅刻はしない。

学校生活の延長。服装、髪型、着こなしはさわやかに。不要物厳禁。
体調の悪い人は参加を控える。
体験終了後、学校ごとに振り返りを書いておきましょう。

緊急時の連絡：附属中学校… 31-5175 祝日や学校閉校日（裏面※印の日）… 080-2916-3672

夏休み明けの予定
８月２９日（月） ８月３０日（火）

１限 大掃除・全校集会 １～５限 前期期末テスト２日目
２～５限 前期期末テスト１日目 ６限 学活
６限 表彰伝達＋学活

［持ち物］ 朝読用の本、はし、ぞうきん１枚、夏休み課題、スリッパ（持ち帰った人）、タブレットなど

7/26（火）附中模試日程
登校 8:10 ※弁当
出席確認・日程確認 8:15 ～
1 限（国） 8:30-9:20
2 限（数） 9:30-10:20
3 限（社） 10:30-11:20
昼食・休憩 11:30-12:00
4 限（英） 12:10-13:00
5 限（理） 13:10-14:00
終学活 14:05-14:15

高校体験事前指導（追加）
JR上 14:32 下 14:53



1 (金) 東部総体(水泳)　　5・6限カット 1 (月) 〈鳥取敬愛〉 1 (木)

2 (土) 研究大会 2 (火) 〈境〉 2 (金)

3 (日) 3 (水) 〈青翔開智〉　　　　　　　※ 3 (土)

4 (月) 振替休業日　東部総体(水泳)予備日 4 (木) 〈倉吉西〉 4 (日)

5 (火) 5 (金) 〈米子西〉 5 (月) 教育実習(～16日、～27日)

6 (水) 個別相談 6 (土) 6 (火)

7 (木) 個別相談 7 (日) 7 (水)

8 (金) 個別相談 8 (月) 　　　　　　　　　　　　　　 ※ 8 (木) 第4回附中模試

9 (土) 通信陸上 9 (火) 　　　　　　　　　　　　　　 ※ 9 (金)

10 (日) 通信陸上 10 (水) 〈米子高専〉　　　　　　　※ 10 (土)

11 (月) 11 (木) 山の日　〈米子高専〉 11 (日)

12 (火) 12 (金) 夏期一斉休業　　　　　 ※ 12 (月)

13 (水) 前期懇談 13 (土) 13 (火)

14 (木) 前期懇談 14 (日) 14 (水) 職員会

15 (金) 前期懇談 15 (月) 夏期一斉休業　　　　　 ※ 15 (木)

16 (土) 16 (火) 夏期一斉休業　　　　　 ※ 16 (金)

17 (日) 17 (水) 　　　　　　　　　　　　　　 ※ 17 (土)

18 (月) 海の日　県総体(新体操・卓球) 18 (木) 〈八頭〉〈鳥取湖陵〉 18 (日)

19 (火) 激励会 19 (金) 〈鳥取商業・部活動体験〉 19 (月) 敬老の日

20 (水) 授業最終日 20 (土) 20 (火)

21 (木) 21 (日) 21 (水)

22 (金) 22 (月) 22 (木)

23 (土) 県総体 23 (火) 23 (金) 秋分の日

24 (日) 県総体 24 (水) 　　　　　　　　　　　　　　 ※ 24 (土)

25 (月) 25 (木) 25 (日)

26 (火) 第3回附中模試 26 (金) 26 (月)

27 (水) 〈鳥取東〉〈米子東〉　　 ※ 27 (土) 27 (火)

28 (木) 〈鳥取商業〉〈倉吉東〉〈城北〉 28 (日) 28 (水) 激励会

29 (金) 〈鳥取西〉 29 (月) 授業開始日　前期期末テスト(１日目) 29 (木) 秋季大会

30 (土) 30 (火) 前期期末テスト(２日目) 30 (金) 秋季大会

31 (日) 県吹奏楽コンクール 31 (水)

〈　　〉…高校体験・参観等

今後の予定

土日、祝日及び※印の日は原則学校が開いていません。

7月 8月 9月

弁当

給食なし

給食なし


