
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 月
年度始休業 職員会議　　　　　　　　　

教育課程委員会 1 月
安全点検日

2 火
年度始休業　　　　　　　　　　　　　
臨時校長会議

職員会議 職員会議 校内特別支援委員会 職員会議 職員会議　　　　　　　　　　
研修 2 火

職員会議                     
全体研修会

校内研修 職員会議 パソコン研修

3 水
年度始休業                     　
辞令交付式　　　　　　

研修 校内支援委員会　　　　　　
サークル会議

職員会議
3 水

職員会議 校内研修 職員会議 辞令交付式　　　　　　　　　　　　　

4 木
1学期始業式 着任式・始業式 着任式・始業式　　　　　　　

安全点検日
着任式・始業式　　　　　　　着任式・始業式　　　　　　　着任式・始業式　　　　　　

交通安全指導～9　　　　　　
短縮　職員会議　　　　　　　　　　
着任式・始業式　　　　　　　　　　　　4 木

着任式・始業式　　　　　　　
ＳＣ

着任式・始業式　　　　　　　着任式・始業式　　　　　　　着任式・始業式　　　　　　　職員会議　                  　
部長主任会議　　

5 金
入学式（午前・小、午後・中）　　　　　 入学式　　　　　　　　　　　　

研修
入学式 入学式 入学式 入学式 入学式　　　　　　　　　　　　

校内特支委 5 金
入学式　　　　　　　　　　　　
学級写真撮影

入学式 入学式 入学式　　　　　　　　　　　

6 土 6 土
公務員模試　　　　　　　　　　
就職模試

7 日 道知事選挙・道議選挙 7 日

8 月
校長会議　　　　　　　   　　　　　　
校長会総会

B日課　　委員会　　　　　　　　　　　　　　　
交通安全指導　　　　　　　　　　　　　
１年下校指導～10

B日課　　　　　　　　　　　
職員会議　　　　　　　　　　

Ｂ日課　　職員会議　　　　　　　　
登校指導　　生徒指導交流
会　　１年下校指導～１0　　

研修　　　　　　　　　　　　　
交通安全教室

研修　　知能検査　　　　　
1年一斉下校～12

短縮　　研修　　　　　　
１年下校指導～１0　　　　　8 月

対面式                                               
部活動見学～19　                                   　
交通安全指導

特別日課　　　　　　　　
対面式

始業式・入学式 校長会議　　　　　　　　　　　　　

9 火

振）総会・研究部会・行事部会　　　　　　　　　
通級説明会・親の会総会　　　　　　　　　　　
授業改善推進チーム担当者会議
（予定）

学力テスト２～６年        交通安全教室 ＡＬＴ 学力テスト２～６年

9 火
知能検査１年　対面式

部活動見学～１5
身体測定　　　　　　　　　　補助教材販売 知能検査1年 生徒会入会式　　　　　

対面式　　部局紹介
授業改善推進チーム担当
者会議（予定）

10 水
教頭・主幹教諭会議　　　　　　　　
教頭会総会

SC ＮＲＴテスト２～６年　　　　　
専門委員会

B日課　　　　　　　　　　　
ＮＲＴテスト２～６年　　　　　

ＮＲＴテスト 児童委員会
10 水

参観・懇談・Ｐ総会　　　
副教材販売　

知能検査1年　　　　　　　　
校内特別支援委員会

参観日　PTA総会　　　　
対面式　

学びの基礎診断 教頭・主幹教諭会議　　　　　　　　

11 木
支）総会・担任部会 B日課　　　　　　　　　　　　　　　　　

身体測定・視力検査　　　　　　　　
企画委員会

安全街頭指導～17　　　　　　　
生活指導委員会

参観日・ＰＴＡ総会 職員会議　　　　　　　　
交通安全教室　　　　　　　　

参観・P総会・懇談会 参観・Ｐ総会・懇談会　　　
11 木

3年三者懇談～２５　　　　　　　
2年二者懇談～２５

心臓検診1年 ＮＲＴテスト ＮＲＴテスト　　認証式　　
生徒議会・専門委員会

SC

12 金
管内小中学校長会議 身体測定・視力検査 B日課     　　　　　　　　　

代表専門委員会
代表委員会　　　　　　　　　　　
知能検査3・5年

発育・視力測定 委員会　　　　　　　　　　　　
ALT

1年給食開始　　　　　　　　
聴力検査 12 金

ＣＲＴテスト１年　　　　　　
学力テスト２　・３年　　　　　

学力テスト3年　　　　　　　　　　　
心臓検診1年  　　　　　　　　　　　　
各委員会・中央委員会

学力テスト　　認証式　　
一斉委員会

学力テスト　　　　　　　　　　
部活動見学～１８

身体測定　　　　　　　　　　
M検

13 土
参観日・ＰＴＡ総会・懇談会

職員会議 13 土
授業参観・懇談会・P総会

職員会議
参観・P総会・懇談　

14 日 14 日

15 月
振替休業 参観日・ＰＴＡ総会・懇談会

家庭訪問～２２

Ｂ日課　　　　　　　　　　　　　　　　　　
面談～22                    　　　　　　　　
通級指導開始　　　

B日課　　SC　　　　　　　　　　　
参観・P総会・懇談会

職員会議　　　　　　　　　　　
放課後サポ

短縮　　研修　　　　　　　　　　　　　　　
交通安全指導４・６年　　　　　　　　　　　　　
発育・視力検査 15 月

職員会議 振替休業 振替休業 全体研修　　　　　　　　　　　　
二計測

SC

16 火
家庭訪問～２6　　　　　　　　　　　　　
１年給食開始　　　　　　　　　　　　 
身体測定・視力検査

体位測定       　　　　　
１年給食開始

Ｂ日課　　　　　　　　　　　　　　　　　
視力・聴力検査

児童代表委員会　　　　　　　　　　　
1年給食開始　　　　　　　　　　　　　
通級指導開始  

ALT                               
発育・視力・聴力                     

知能検査２・５年　　　　　
発育・視力検査 16 火

保護者懇談１・２年　　　　　
個人写真撮影1年

二計測　　　　　　　　　　　　　　　
家庭訪問～25              　　　　　
三者面談～25

家庭訪問～19　　　　　　　　　　　　　　　　　
生徒総会議案審議

3A保育実習　　　　　　　　　　　　　　　
1年マナー講座　　　　　　　　　　　
尿検査

17 水
校長会議 全校集会　　　　　　　　　　　

尿検査1次
体位測定 Ｂ日課　　　SC                   

視力・聴力検査
B日課　　　　　　　　　　
発育・視力検査

1年給食開始　　　　　　　　
発育・視力・聴力

個人懇談～２６　　　　　　　
歯科検診　　Ｆ洗口　　　　　17 水

保護者懇談1・2年　　
個人写真2年　　　　　　　　　

内科検診2年　　　　　　　　
生徒議会・専門委員会

歯科検診　　　　　　　　　　
内科検診

校長会議

18 木
全国学力学習状況調査 B日課　　　　　　　　　　　　

委員会　　聴力検査
Ｂ日課　　 知能検査3・5年 放課後学習　　　　　　　　　

発育・視力・聴力
歯科検診　　　　　　　　　　　　

18 木
生徒議会・常任委員会 標準学力検査　　　　　　　　　　　　

内科検診　　　　　　　　　　　　　　　
個人写真撮影3年

教育課程委員会 職員会議　　               
SC

19 金
管内教頭・主幹教諭会議 聴力検査 開校記念日 全校朝会　　　　　　　　　　　

聴力検査
ALT 交通安全教室3・5年

19 金
薬物乱用防止教室　　
SC

保護者懇談1・2年　　　　　
中央委員会

職員会議　　　　　　　　　　
歯科検診

心電図・X線検査1年

20 土
土曜リカひろば

20 土
道看模試　　　　　　　　　　
全統マーク

21 日 市長選挙・市議選挙 21 日

22 月
支）入学・進級を祝う会 B日課　　　SC 戸外清掃 B日課　　　　　　　　　　　　　　

ブックフェスタ
保護者面談～26　　　　　　　
読書週間～5/14

家庭訪問～26   F洗
口　　放課後サポ

交通安全教室1・2年
22 月

保護者懇談1・2年 視力検査 職員会議 SC

23 火
振）部会結成集会　　　　　　　　　
5 月行事予定提出締切

B日課　　　 B日課　　　　　　　　　　　　
聴力検査

B日課　　　発育測定　　　　
前期児童総会

Ｂ日課　 尿検査１次　　　　
西地区クリーン作戦

ALT 発育・視力・聴力検査
23 火

尿検査一次 内科検診 西地区クリーン作戦　　　
一斉委員会　　　

西地区クリーン作戦　　　　　
内科検診　　尿検査

5月行事予定提出締切

24 水
教頭・主幹教諭会議　　　　　　　
北空知中体連春季総会　　　　　　　　

聴力検査 B日課　　　　　　　　　　　　　　　
発育測定

SC 交通安全教室 発育・視力・聴力検査

Ｆ洗口 24 水
交通安全集会・教室 視力検査　　　　　　　　　

聴力検査
内科検診1・3年 歯科検診　　　　　　　　　　　　　　　　

1年宿泊研修結団式　　　　　　　　　
小樽商大訪問授業

教頭・主幹教諭会議　　　　　　　

25 木
授業改善推進チーム担当
者会議（予定）

１年生を迎える会 児童総会　　　　　　　　　　尿検査　 Ｂ日課　　　　　　　　　　　　　歯科検診　　　　　　　　　　
放課後学習

児童委員会　　　　　　　　　
尿検査1次 25 木

交通安全教室 保護者懇談1・2年 視力検査　　　　　　　　　　　　　　　
聴力検査　　　　　　　　　　　　　　　　
生徒大会

歯科検診　生徒総会　　　
部活動保護者説明会

１年宿泊研修～２６　　　　授業改善推進チーム担当
者会議（予定）

26 金
歯科検診 B日課　　尿検査　　１年生を

迎える会　 集団下校訓練　　　　   
特別支援教育推進委員会

集団下校訓練　　　　　　　　　　　　
交通安全教室

１年生を迎える会 1年生を迎える会　　　ALT         　　
校外指導　　　　尿検査１次　　   
安全点検日

短縮　　　　　　　　　　　
1年生を迎える会 26 金

発育測定 全校集会　　　　　　　　　　　
中央委員会

尿検査１次　　　　　　　　　
修学旅行結団式

職員会議 ブース型進路説明会 教育委員会議

27 土 27 土
授業参観・PTA総会

28 日 28 日

29 月 昭和の日 29 月

30 火 国民の休日 30 火

平成３１年度　滝　川　市　立　学　校　行　事　予　定　表　（　４月　） ＜滝川市教育委員会　教育総務課＞
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