
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 水 即位の礼 1 水 開校記念日 開校記念日

2 木 国民の休日 2 木

3 金 憲法記念日 3 金

4 土 みどりの日 4 土

5 日
子どもの日

5 日
北空知ソフトテニス大会

6 月
振替休日

6 月
全空知バドミントン大会

7 火
支）担任部会　　　　　　　　　　　　　
4月長欠報告提出締切

交通安全教室             
心臓検診　　　　　　　　　　
教育総務課学校訪問

SSW 登校指導　　全校朝会　　　　　　
1年生を迎える会　　　　　　　　　
特割開始　 　　　　　　　　　　　　　
教育課程委員会

児童代表委員会　　　　　　集団下校訓練　　　　　　　　　　　
交通安全指導　　　　　　　　　　　
自転車指導　避難訓練

短縮　　　　　　　　　　　
職員会議　　研修 7 火

安全点検日　　　　　　　　　　　　　
生徒総会　　　SC　　　　　　　　　　　　　
生徒指導交流会

交通安全指導　　　　　　　
教育総務課学校訪問

修学旅行～9 全校朝会 4/27振替休日 4月長欠報告提出締切　　　　　　
教育総務課学校訪問（一
小・明苑）

8 水
児童総会　　　　　　　　　　　　　　　
地区班結成　　　SC        　　　　  
尿検査2次 

知能検査5年　　　　　　　　　
心臓検診　　

B日課　　会議日　　　　　　　　　　　　　　
なかよし会結成・集団下校
訓練　　　　　歯科検診

全校集会
8 水

生徒総会　　　　　　　　　　
校内研修

修学旅行～10               
桜植樹1年

歯科検診　　　　　　　　　　　
生徒総会

9 木
B日課　　　研修　　　　　　　
内科検診

特別支援教育推進委員会 避難訓練　　　　　　　　　　　　　　　
尿検査2次  　　専門委員会　　　　　
教育総務課学校訪問

研修 教育相談週間～18     
屋外清掃　　クラブ

地区班集会集団下
校   SSW 9 木

尿検査2次                 　　　　　　   
心臓検診　　　　　　　　　　　　　　　　
教育総務課学校訪問

内科検診　　　　　　　　　　
尿検査1次

保育実習　　                              
教科会議　　                             
携帯・交通安全講話　　SC

教育総務課学校訪問（江
陵・三小）

10 金
絆づくり実行委員会議 内科検診 B日課　　　　　　　　　　　　

代表専門委員会
校内支援委員会 尿検査2次                     

避難訓練
児童総会　　　　　　　　　　　
ALT

特別時間割開始　　　　　　　
前期児童総会 10 金

街頭指導　　　　　　　　　　　
心臓検診

遠足1年 回復休3年 高体連壮行会　　尿検査　　　　
サポート委員会　　　　　M検　　　　　　　　　　　　　　　　　　
就職希望者説明会

絆づくり実行委員会議

11 土 11 土
広野スポーツ杯ソフト
テニス大会

[模試] 高3公務員　　　　　　　　　
就職　全統記述　高2 全統

12 日 12 日
開校記念日

13 月
校長会議 B日課　　　　　　　　　　　　　　　　

特別時間割開始　　　　　　　　　　
学級経営・生徒指導交流会

B日課　　　　　　　　　　　　　
職員会議

B日課　　職員会議　　　　
生徒指導交流会

校内支援会議 職員会議　　　　　　　　　　　　　　　
内科検診　　　　　　　　　　　　　　　
自転車通学開始

短縮　　　　　　　　　　　　　　
研修 13 月

家庭訪問1年～21      
事前集会3年       

職員会議 旗の波運動　　　　　　　　
SC

校長会議

14 火
道徳教育研究会議 戸外清掃 内科検診 歯科検診 授業参観・懇談会4～6年 研修　　　　　　　　　　　　　　　

ALT 14 火
修学旅行～16             
出発集会2年　

宿泊学習～15 宿泊学習～15 避難訓練 保育実習　　　　　　　　　　
部長主任会議

道徳教育研究会議

15 水
避難訓練　　　　　　　　　　　
企画委員会

B日課　　　全校集会　　　　　　
教育総務課学校訪問

歯科検診　　　　　　　　　
校外清掃

授業参観・懇談会1～3年            

SC 
小中合同地域清掃 内科検診　　　　　　　　　　　

教育総務課学校訪問 15 水
宿泊学習～16             校外学習1年 地域清掃 教育課程委員会 教育総務課学校訪問（二

小・東小）

16 木
生徒指導主事会議 B日課　　　　　　　　　　

委員会　　　　　　
内科検診 歯科検診 B日課　　　会議日　　　　　　　

心臓検診
クラブ 児童委員会

16 木
修学旅行～18　　　　　　　　　　
回復休業2年

回復休2年 研究推進委員会 いじめアンケート調査　　　
SC

生徒指導主事会議

17 金
B日課　　　　　　　　　　　　　
内科検診

心臓検診　　　　　　　　　
全体研修

児童総会　　　　　　　　　　　　　　　　
戸外清掃　　　　　　　　　　　　　　
教育総務課学校訪問

遠足 全体練習　　　　　　　　　　
尿検査2次 17 金

回復休業2・3年 校内研修 尿検査　　                                   
教育課程委員会　　                   
研究授業・全体研修　　SC

職員会議 教育総務課学校訪問（西小）

18 土 18 土

19 日 19 日

20 月
B日課　　　　　　　　　　　　　　　
職員会議

SC 特割時間割開始 研修　　　　　　　　　　　　　　　　　
ランチ2・5年～23日　　　　　　　　　　　
内科検診

全体練習
20 月

振替休業3年　　　　　　　　
戸外清掃

職員会議 高体連集約大会～25            

SC

21 火
教頭・主幹教諭会議 研修　　尿検査2次　　　       　　

生徒指導委員会                       
SSW

B日課　　会議日 生徒指導対策委　　　　　　　
心臓検診　　ALT

全体練習
21 火

衛生強調週間～23        
内科検診

内科検診 教育総務課学校訪問 教頭・主幹教諭会議　　　　　　　　　　　　　　
教育委員会議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
教育総務課学校訪問（乙中）

22 水
B日課　　　　　　　　　　　　
SC

総練習 内科検診 不審者対応研修           
SSW

総練習
22 水

全体研修会 内科検診 生徒議会・専門委員会

心臓検診

ソフトボール当番校～24         

23 木
6月行事予定表提出締切 B日課 内科検診 委員会　　　　　　　　　　　

尿検査2次
児童委員会                   
SSW 23 木

内科検診 中央委員会 心臓検診　　　　　　　　　　　
一斉委員会・特別日課

バスケットボール当
番校～25    SC

6月行事予定表提出締切

24 金
集団下校訓練 B日課　　　　　　　　　　　　　　

P)場所取り
内科検診 ALT　　　　　　　　　　　　　

遠足予備日
P)場所取り

24 金
内科検診                      
SC

職員会議　　　　　　　　　　　
尿検査2次

菜の花祭ボランティ
ア２年

25 土
運動会 運動会 運動会

25 土

26 日
運動会予備日

26 日
全経簿記能力検定　　　　　　
高3公務員

27 月
B日課 振替休業 振替休業 特別時間割開始

研修　
振替休業

27 月
職員会議　　　　　　　　　　　
教育実習開始～6/14

教育実習Ⅰ期開始　　　　　　　
校内研修

教育実習開始 SC

28 火
支）担任部会 不審者防犯訓練 ALT 短縮　　　　　　　　　　　　

研修　　　　　 28 火
歯科検診 歯科検診　　　　　　　　　　　

全校集会
全道壮行会　　　　　　　　
滝西キャリア講話

29 水
北空知中体連理事会 B日課 B日課　　　　　　　　　　　　　

会議日   SC
内科検診1・6年

29 水
歯科検診　　　　　　　　　　
生徒議会　・常任委員会

体育祭総練習 ファインシステム研修会

30 木
B日課　　　　　　　　　　　　　　　　　
全校練習

プログラミング授業6年 クラブ結成 総練習 生徒指導委員会　　　　　　　　　　　
児童委員会　　　　　　　　　　　　　
心臓検診 30 木

避難訓練 体育大会 SC

31 金
P)保護者席決め会 B日課　　　　　　　　　　　　

学年・学級経営交流会
全体研修 ALT                               

安全点検日
学級写真

31 金
壮行会                         
SC

陸上記録会 体育祭　　　　　　　　　　　　　
中体連陸上壮行会

英検

令和元年度　滝　川　市　立　学　校　行　事　予　定　表　（　５月　） ＜滝川市教育委員会　教育総務課＞

備考 備考


