
日 曜 学校共通行事 第一小 第二小 第三小 西　小 江部乙小 東　小 日 曜 江陵中 明苑中 開西中 江部乙中 滝川西高 市教委

1 金
B日課　　　　　　　　　　　　
新年度計画会議

B日課　　研修　　　　　　　　　　　
一日入学　　　　　　　　　　　　　　　
放課後学習

一日入学　　　　　　　　　　
登校指導

一日入学　　　　　　　　　　　　　　　
児童会選挙公示　　　　　　　　　　
読書郵便～15

交通安全指導　　
ALT  避難訓練

スキー学習3年

1 金
学力テスト　　　　　　　　　
安全点検日

学力テスト1・2年　　　　　
交通安全指導

特別日課　　　　　　　　　　　　　　　　
入試直前模試3年　　　　　　　　　
学力テスト1・2年

学力テスト　　　　　　　　　　　
職員会議

3年家庭学習期間～26

2 土 2 土
除雪ボランティア　　　　　
全国中体連スキー～6

各種模試

3 日 3 日
全商商業経済検定

4 月
支)合同学習（中） B日課　　研修　　　　　　　　

SC

職員会議　　　　　　　　　　　　　　　
放課後学習　　　　　　　　　　　　　
スキー学習１年

B日課　　職員会議　　　　　　　　　
生徒指導交流会　　　　　　　　　　
スキー学習3年

スキー学習4年 職員会議　全校集会　　
放課後サポ　　F洗口

短縮　　　　　　　　　　　　　　
職員会議 4 月

生活強調週間～8 スキー学習2年 特別日課 全校朝会 教科会議　　　　　　　　　　　
SC

5 火
振)２月集会 ALT SSW B日課　　　　　　　　　　　

児童会選挙告示 5 火
知的財産権講演会

6 水
支)合同学習（小） スキー学習4年　　　　　　　

F洗口
B日課　　SC　　　　　　　　
スキー学習3年

読み聞かせ　　　　　
SSW

F洗口

6 水
除雪ボランティア 2年高校説明会　　　　　　　　　　　

F洗口　　　　　　　　　　　　　　　　　
学校関係者評価委員会議

外部講師講演会

7 木
生徒指導主事会議　　　　　　　　　
1月長欠報告提出締切

一日入学 児童会選挙告示　　　　　
スキー学習6年　F洗口

スキー学習1年             
前期児童会役員選挙

B日課　　職員会議　　　　
スキー学習1年

一日入学　　　　　　　　　
放課後学習

児童委員会　　　　　　　
朝読書　　SSW 7 木

職員会議 特別日課　　　　　　　　　　
新年度計画

スキー学習1・2年 キャリア講話　　SC       
卒業認定会議

生徒指導主事会議　　　　　　　　　
1月長欠報告提出締切

8 金
委員会 B日課　　職員会議　　　　　　　　　

スキー学習2年　　　　　　　　　　　
放課後学習

全体研修　　　　　　　　　　　　　　　
スキー学習4年　　　　　　　　　　　　
滝川幼稚園児来訪

スキー学習2年 スキー学習3・4年　　　　　
ALT

児童会役員選挙　　　　　　　　　
学校関係者評価委員会議 8 金

職員会議                          
SC

職員会議　　　　　　　　　　　
2年雪祭り

新年度計画

9 土 9 土

10 日 10 日

11 月
建国記念の日

11 月

12 火
公立高校推薦入試日 ALT                                   

知能検査2・4年
スキー学習1年 教育課程委員会 B日課　　　　　　　　　　　　

職員会議
研修　　　　　　　　　　　　　
ランチ1・4年～15 12 火

全体研修会 スキー学習1年 職員会議 入学者選抜（推薦）　　　　　
SC

13 水
キャリア教育担当者会議　　　　　　　　　　
支)担任部会  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

F洗口　　　　　　　　　　　　　　　　
企画委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
読みがたり

スキー学習5年             
F洗口

専門委員会　　SC        
スキー学習1年

B日課　　　　　　　　　　　　　　　　
薬物乱用防止教室

スキー学習1・2年　　　　　　
児童会選挙

一日入学　　　　　　　　　　　　
F洗口 13 水

スキー学習2年 F洗口 入選委員会 キャリア教育担当者会議　　　　　　　　　　

14 木
校長会議　　　　　　　　　　　　　　
私立高校入試A日程～15

スキー学習1・2年 出前授業　　　　　　　　　
F洗口

スキー学習5年 B日課　　　　　　　　　　　　　　　
研修

委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　
放課後学習

短縮　　職員会議　　　　　　
朝読書　　　　　 14 木

各委員会・中央委員会 SC 全校集会　　　　　　　　　　　　　　
教育課程委員会　　　　　　　　　　
研究推進委員会

期末考査～19        　
部長主任会議　　　　　　　

校長会議

15 金
B日課　　職員会議　　　　　　　　　　
児童会選挙　　　　　　　　　　　　　　　　　

B日課　　スキー学習3年  　　　
校内生活指導委員会　　　　　　　
放課後学習

代表委員会　　　　　　　　　　　　　　
スキー学習2年　　　　　　　　　　
明苑中体験入学

児童会選挙　　　　　　　　　
F洗口

ALT スキー学習1年           
明苑中体験入学 15 金

新年度計画会議           
SC

新入生体験入学 全体研修 職員会議　　　　　　　　　　
校外巡視

教育委員会議

16 土
P)ゆきんこ祭り

16 土
全道アンサンブルコンクール 数検

17 日 17 日

18 月
名護市児童との交流教室　　　　　
企画委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　
SC

B日課　　研修　　　　　　　
放課後学習

B日課　                                     
新年度計画会議　                        
スキー学習4年

職員会議　　　　放課後サポ　　
ランチ3・5年～22　　　　　　　　　  
F洗口

スキー学習6年

18 月
新年度計画会議　　　　　
環境美化週間～20

職員会議 一斉委員会 職員会議 校外巡視

19 火
教頭・主幹教諭会議　　　　           　　　　
振)研究部会・行事部会　　　            　　　
私立高校入試B日程～20

ALT 児童会選挙立会演説会 

SSW
スキー学習6年 B日課 教育課程委　　　　　　　　　　　　　

下校指導 19 火
P)もちつき大会 教頭・主幹教諭会議　　　　　　　　

20 水
F洗口　　　　　　　　　　　　
スキー学習3～6年

F洗口 参観日・懇談会（中）
SC

スキー学習1・2年
SSW

参観日・懇談会（低）
20 水

生徒議会・専門委員会　　　

F洗口
年度末反省会議～21

21 木
道徳教育研究会議（実践発表会） パートナーティーチャー来校

F洗口　
参観日・懇談会（低） 放課後学習 参観日・懇談会（高）　　SSW　　

朝読書　　同窓会入会式 21 木
学年末テスト1・2年 学年末テスト1・2年 学年末テスト1・2年 選考委員会 SC 道徳教育研究会議（実践発表会）

22 金
授業改善推進チーム担当者会議

3月行事予定提出締切
B日課　　　　　　　　　　　　
研修

B日課　　全校集会　　　　　　　　　
代表専門委員会　　　　　　　　　　　
放課後学習

B日課　　　　　　　　　　　　
新年度計画会議

参観日・懇談会（高）　　
情報モラル教育授業

外国語活動出前授業　　　　

ALT
参観日・懇談会（中）

22 金
学年末テスト1・2年 学年末テスト1・2年 学年末テスト1・2年 M検　　　　　　　　　　　　　　

サポート委員会
授業改善推進チーム担当者会議

3月行事予定提出締切

23 土
ミニバス卒業を祝う会

23 土

24 日 24 日
日商簿記検定

25 月
参観日・懇談会（高）　　　　　　　　　
居住地交流　　　　　　　　　　　　
放課後学習

参観日（高）　　　　　　　　　
代表委員会

研修　　F洗口　　　　　　　　
放課後サポ

短縮　　　研修　　　　　　　
生徒指導委員会 25 月

英語によるビジネス
マナー講習会

2年進路情報交換会

26 火
振)理事会 参観日（高）　　　　　　

ALT   
参観日・懇談会（中）　　　　　　　　　 参観日1・2年

26 火
SC 外部講師講演会

27 水
ALT活用運営会議　　　　　　　　　　
小学校外国語活動担当者会議

参観日（低）　　　　　　   参観日・懇談会（低）　　　　　　　　　参観日（低）　　　　　　　　　B日課 参観日3～6年              
学校関係者評価委員会議

6年生を送る会　　　　　　　　
F洗口 27 水

学年末テスト1・2年　　　　　
F洗口

3年登校日 ALT活用運営会議　　　　　　　　　　
小学校外国語活動担当者会議

28 木
参観日（中）　　　　　　   児童代表委員会 放課後学習　　　校外指導　　　　

安全点検日　ＳＢ運営委
短縮　　　　　　　　　　　　　　
朝読書 28 木

学年末テスト1・2年　　　　
教育課程委員会

賞状授与式　　　　　　　
同窓会入会式

いじめ防止専門委員会

29 29

30 30

31 31

平成３０年度　滝　川　市　立　学　校　行　事　予　定　表　（　２月　） ＜滝川市教育委員会　教育総務課＞

備考 備考


