
2019／5／31現在

令和元年度　北浜小学校年間行事予定
4　　月 ���5　　月 ���6　　月 ���7　　月 ���8　　月 ���9　　月 ���10　　月 ���11　　月 ���12　　月 ���1　　月 ���2　　月 ���3　　月 

1 �月 �学年始休業（～7日） �1 �水 �改元記念日 �1 �土 �●吾郷こいのぼり運 動会PTA事業部会 ＊機活動下見 �1 �月 �●永見サンレイク活 動（かもめ）職員会議 �1 �木 � �1 �日 �B週 �1 �火 �●永見音楽練習3h ぐんぐんタイム �l �金 �●黒田◆外国語19 文化祭作品展示14；0 0～ �／1 �日 �A週 �l �水 �元日 �」 �士 � �1 �日 �B週 

2 �火 �歓迎茶話会9：00一 職員会議9：30－12：00 � �木 �国民の休日 �言 �日 � �2 �火 �ぐんぐんタイム �2 �金 � �2 �月 �掃除班会（朝）新掃 除場所スタート●黒田 職昌会議 �2 �水 �ロードレース大会音 楽練習5h（合唱指導 希望日何））安全点検 �2 �土 �学習発表会・北浜地 区文化祭 �2 �月 �●校長　職員会議 � �木 � �「 �日 �B週 �2 �月 �●黒田　職員会議 

3 �水 �転入者あいさつ回り 9：00～機密文書廃棄 処理14：00～ �：i �∴ �憲法記念日 �∴一 �呂 �振替休業日B週☆ 学校サーバ電源切＜ 予定＞ �3 �水 �4年科学館学習AM 水泳教室5・6h �3 �土 � �3 �火 �ぐんぐんタイム �3 �木 �ロードレース大会予備 日1／2年いもはり3 h音楽練習5h（合唱 �3 �円 �文化の日　A週 �3 �火 �授業力向上訪問ぐ んぐんタイム �：／） �一∴∴ 」」二二＿ � �3 �月 �●永見　職員会議 �3 �火 �ぐんぐんタイム 

4 �木 �職員会議9：30－11：30 �／1 �／1㌧ �みどりの日 �4 �火 �いじめに係る学校訪 問10：30～ll：30（校長 仙校内観察）アン �4 �木 �全校磯活動9：00～ 15：00 �4 �日 � �4 �水 �安全点検 �4 �金 �6年小小交流 10：00～12：30草ボラ 音楽練習5h（合唱措 �－ �月 �振替休日 �4 �水 �クリスマス会（かもめ） 安全点検 �4 �士 � �4 �火 �ぐんぐんタイム �4 �水 �6年生を送る会安全 点検 

5 �金 � �！〕 �L」 �こどもの日 �5 �水 �ロードレース大会＜変 更＞安全点検1年 倶′i、連絡会議PM �5 �金 �◆外国語11草ボラ 安全点検 �5 �月 � �5 �木 �4年血液検査 9：00～9：15★委員会 �（1 �土 � �5 �火 �振替休業日 �5 �木 �全校集会（表彰）★委 員会 �5 �日 �B週 �5 �水 �一日入学5h安全点 検 �5 �木 �掃除の反省（朝）★ 委員会（後期最終）6 年成績交換 

6 �土 � �（う �月 �振替休日　B週 �6 �木 �掃除班会（朝）ロード レース大会予備日＜ 変百＞★香呂会 �6 �土 �授業公開・健康フェス ティバル・救命救急法 宿泊研修説明会．帥 �6 �火 � �6 �金 �草ボラ　◆外国語14 �6 �目 �A週 �6 �水 �アンケートQU安全 点検SC来校 13：30～17：30 �6 �金 �◆外国語24 �6 �月 � �6 �木 �全校集会（表彰）☆ク ラブ �6 �金 �リカム学習（かもめ） AM◆外国語35 

7 �日 �A週県知事・議員選 挙 �7 �火 �青パト顔合わせ会＆ 安全点検説明（朝活 動）陸上練習 �7 �金 �新掃除場所スタート 草ボラなし◆外国語 7＜ALT棄権 �I �「l � �7 �水 � �7 �上 � �7 �月 �5・6年科学館学習AM 音楽練習5h職員会 議 �7 �木 �ストーブだし（朝）5・ 6年地層観察 9：00～13：00☆クラブ �l �＿し＿ � �7 �火 � �7 �金 �ありがとうさようなら会 AM（かもめ）◆外国 語31 �l �士 � 

8 �月 �●吾郷着任式・始業 式入学式準備 12：30～14：00（5・6年弁 �8 �水 �安全点検5・6年陸 上練習16：00～17：00 児童生徒支揺課学校 �8 �士 � �8 �月 �振替休業日　A週 �8 �木 �生徒指導研究大 会9：00～15：20（永見） 益田市民学習セン �8 �自 �A週 �8 �火 �全校音楽2hぐんぐん タイム �8 �金 �◆外国語（3・4年21 5・6年20） �＄ �臼 �B週 �8 �水 �●吾郷始業式職員 会議＊昼食会 �8 �士 �アートフェスティバル �8 �臼 �A週 

9 �火 �入学式☆11：30下校 給食開始地区子ども A14・10～集団下校 �9 �木 �ロードレース大会5・ 6年浜山陸上練習 14：00～16：00☆3・4 �9 �日 �A週 短縮授業4H☆13： 20下校＊ノーテレ �9 �火 �ぐんぐんタイム成績 交換 3・4年社会科見学 VIVA9：00～ll：00＊ ノーテレビ・ノーゲーム �9 �金 �電話番設定（退庁時） 学校閉庁日＊ノーテ �9 �月 �職員会議 ぐんぐんタイム＊ ノーテレビ・ノーゲーム デー �9 �水 �連合音楽会リハーサ ル2h地域学校運営 理事会 全校音楽2・3h＊ ノー‾レビ・ノーゲーム �（） �上 �B週　＊ノーテレビ・ �9 �月 �職員会議 県学力調査（5・6年国 算）ぐんぐんタイム＊ ノーテレビ・ノーゲーム �9 �木 �給食開始 ◆外国語27＊ノー �9 �日 �アートフェスティバル A週 ＊ノーテレビ・ノー ゲームデー �9 �月 �職員会議 卒業式練習2hぐん 

10 �水 ��10 �金 �◆外国語3ロード レース大会予備日 5・6年陸上練習 �10 �月 ��10 �水 ��10 �土 ��10 �火 ��10 �木 ��10 �Fl ��10 �火 ��10 �金 ��10 �月 ��10 �火 ブヨ． 14：45 ������ビ・ノーゲームデー ������レビ・ノーゲームデー ������　フ‾ ブ－ ���ノーゲームデー ������プレヒ・ノーゲーム デー ������ぐんタイム 卒業式練習2h1－4 

11 �木 �出入り授業開始　身体 �lil �士 �春の全国交通安全運 �11 �火 �授業力向上訪問 �11 �木 �掃除の反省（朝）3・4 �ll �日 �山の日　学校閉庁日 �11 �水 �5・6年宿泊研修　＊ �11 �金 �東部・斐川ブロック連 �11 �月 �掃除班会（朝）新掃除 �11 �水 �県注力調査予備日　S �11 �土 � �11 �火 �建国記念の日 �11 �水 測疋・聴力検査2h ★香呂会6h4・5・6 ���動（～20日） ���9：3011：30（2h授業 公開）ぐんぐんタイム ���年出雲市探検 9：00～15：00 ������松村T ���合音楽会◆外国語 （5・6年17） ���場所スタート避難訓 練2h？職昌会議 ���子　p　闇 C来校13：00～17：00 ���������年成績交換SC来校 13・00～17・00 

12 �金 �◆外国語1陸上練習 16：00‾17：00 �12 �日 �A週 �12 �水 �3・4年落合さん来校P MSC来校 13：00～17：00 �12 �金 �1・2年磯遊び 9：30～ll：30（全校磯活 動予備日（D）◆外 �12 �月 �振替休日学校閉庁 日 �12 �木 �5・6年宿泊研修1～ 4年塩澤巡り 8：50～12：00＊松村T �一言 �土 � �12 �火 �5“6年jiiの流れ見学 ぐんぐんタイム �12 �木 �掃除の反省（朝）短 縮授業個人懇談の りつみ（～24日（火）ま �12 �日 �A週 �12 �水 � �12 �木 �図書ボラ卒業式練習 2h4・5年体育館シー ト敷き仙7h 

Li �士 � �13 �月 �●永見教育事務所 長学校訪問2名10：00 －11：00（校・教）5・6年 �13 �木 �☆クラブ �13 �土 � �13 �火 �学校閉庁日 �13 �金 �5・6年宿泊研修◆ 外国語（3・4年15） ＊松村T �13 �日 �B週 �13 �水 �就学時健診？ �13 �金 �◆外国語25短縮授 業個人懇談成績交 換 �13 �月 �成人の日 �13 �木 �午前中短縮授業・あり がとう給食★委員会 �13 �金 �卒業式練習2h地区 子ども会4h◆外国 三五366年涌知衰提 

1∴千 �日 �B週 �14 �火 �●竹内陸上壮行式 （朝）5・6年陸上練 習16：00～17：00☆3・ �14 �金 �◆外国語8（＊AET 来校なし） �十† �臼 � �14 �水 �学校閉庁日 �11 �王 � �十† �月 �体育の日 �14 �木 �★委員会 �1－4 �1 � �14 �火 �ぐんぐんタイム �14 �金 �お別れ遠足（かもめ） フォーゲルパーク◆ 外国三五32 �上1 �士 � 

15 �月 �●勝田iあいさつ運 動」教職員結核検診 15：45～16：10職呂会 �15 �水 �●篠原「あいさつ運 動」陸上大会7：10発 16：25着1／2年高相 �15 �土 � �15 �月 �海の日　B週 �15 �木 �学校閉庁日 �15 �日 �B週 �15 �火 �●竹内「あいさつ運 動」ぐんぐんタイム �15 �金 �●篠原iあいさつ運 動」◆外国語（3・4 年225・6年21）＊ �15 �臼 �A週 �15 �水 �●勝田「あいさつ運 動」安全点検 �15 �土 � �15 �口 �B週 

16 �火 �耳鼻科検診13：20～頃 陸上練習16：00～17：00 �16 �木 �●黒田陸上大会予 備日図書ボラ1／2 年苗植え予備日★呑 �16 �仁一 �B週 �16 �火 �●竹内「あいさつ運 動」ぐんぐんタイム �16 �金 �学校閉庁日 �16 �月 �敬老の日 �16 �水 �全校集会（表彰）保 幼小交流の日PMl ／2年交流会5h �16 �土 �はあとピア作品展（か もめ）うらら館 �16 �月 �●教頭「あいさつ運 動」 �16 �木 �★委員会　図書ボラ �同 �日 �B週 �16 �月 �●篠原iあいさつ運 動」全校読み聞かせ （最終）卒業式練習2 

17 �水 �歯科検診13：30‾陸 上練習16：00～17：00 子どや、安全学校訪問 �17 �金 �●教頭　◆外国語4 �17 �月 �●勝田iあいさつ運 動」避難訓練（業間） 職昌会議 �17 �水 �水泳教室5／6h通 知表提出SC来校 8：00～12：00 �17 �土 �学校閉庁日 �17 �火 �●篠原iあいさつ運 動」ぐんぐんタイム 職場体験学習 �17 �木 �北浜ぼうけん隊？図 書ボラ �17 �日 �A週はあとピア作品 展（かもめ）うらら館 �17 �火 �ぐんぐんタイム �17 �金 �◆外国語28 �17 �月 �●竹内iあいさつ運 動」防犯教室5h職 昌会議 �17 �火 �　エ 予行練習・表彰2・3h ぐんぐんタイム1－4 年涌知嘉提出 

18 �木 �全国学力調査（6年国 算）出雲市学力調査 （4・5年同賞）豪産 �18 �十 � �18 �火 �ぐんぐんタイム �18 �木 �図書ボラ地区子ども 会5h☆全校5h＊ 東部ブロック教頭全 �18 �日 �学校閉庁日 �18 �水 �3・4年JA集荷場＆中 酪牛乳見学 9：00～12：00SC来 �18 �金 �レッツチャレンジボウリ ング（かもめ）革ボラ （最終）◆外国語（3・4 �18 �月 �職員会議 �18 �水 � �18 �士 � �18 �火 �ぐんぐんタイム �18 �水 �予行練習2h給食終 了☆l・2・3・6年12： 50下校4“5年巫業式 

19 �金 �市学力調査（5年理 社）家庭訪問☆ 1／2／3年13：40下校 �19 �日 �B週 �19 �水 �交通安全教室3・4H �19 �金 �◆外国語13？給食 終了？草ボラ？☆ 全校5hl・2年機遊 �19 �月 �電話番設定（登庁時） �19 �木 �図書ボラ☆クラブ 職場体験学習 8：15～16：15平田中 �19 �王 � �19 �火 �3・4年社会科見学（昔 の偉人）9：00～12：00 ぐんぐんタイム �19 �木 �図書ボラ通知表提 出 �19 �口 �B週 �19 �水 �6年平中新入生説明 会PM？SC来校 8・00～12・00 �19 �木 �　　　エ 卒業式☆12：05下校 

20 �十 � �20 �月 �●校長1・4年心電 図10：00頃～☆5・6 年16：10下校 �20 �木 �表彰（朝）学力育成学 校訪問2・3h（2h授業 公開）★香呂全図 �20 �土 � �20 �火 � �20 �金 �革ボラ◆外国語（3・ 4年165・6年15） �20 �＝ �A週 �20 �水 � �20 �金 �◆外国語26 �20 �月 �掃除班会（朝）薪掃除 場所スタート職員会 議∴卒業写真（業聞） �20 �木 �全校朝礼（表彰）図 書ボラ �20 �金 �春分の日 

21 �〉‾i �A週 �21 �火 �尿検査色別集会5h ☆5・6年17：10下校 �21 �金 �草ボラ◆外国語9 七夕給食？交通安 全教室予備日3・4H �21 �日 �A週 �21 �水 � �∵† �？ �秋の全国交通安全運 動（～30日） �21 �月 �北浜ぽうけん隊予備 日 �21 �木 �図書ボラ �21 �土 � �21 �火 �卒業写真予備日ぐん ぐんタイム �21 �金 �AM短縮授業・掃除な し◆外国語33正副 長会・授業公開・学級 �十十 �土 � 

22 �月 �掃除班会（朝）耕掃 除場所スタート陸上 練習（体育6h） �22 �水 �尿検査予備日☆1・ 2年4h3・4年5h☆ 5・6年17：10下校S �22 �士 � �22 �月 �終業式 �22 �木 �平中校区夏の全体研 修会ワックス掛け �22 �日 �A週 �22 �火 �即位礼正殿の儀 �22 �金 �◆外国語22人権・ 同和教育授業公開・ 講演会 �22 �日 �B逓 �22 �水 �5・6年科学館学習AM �リリ �土 � �22 �臼 � 

23 �火 �内科検診13：30‾陸 上練習16：00～17：00 読み聞かせボランティ �23 �木 �色別集会5h★委員 ノ∠ゝ ユキ �23 �ril �A週 �23 �火 �3－6年学習会AM個 人懇談PM �23 �金 � �23 �月 �秋分の日 �23 �水 �学習発表会体育館練 習開始教育委員学 校訪問10：05－10：2 �23 �土 �勤労感謝の日　－ �23 �月 � �23 �木 �授業公開PTA環境 文化部会（ゆりかもめ 作業）（コこセン研修 �∴＼i �日 �天皇誕生日　A週 �23 �月 �入学式練習・ストーブ 片付け3h☆全校3h ll・50下校PTA監杏 

24 �水 �SC来校13：30～17：30 陸上練習16：00～17：00 �24 �金 �◆外国語5　草ボラ �24 �月 �5・6年大数乗船希望 日①TSK情報シス テム来校15：00～ �24 �水 �諸帳簿提出校内研 修PM？ �24 �土 � �24 �火 �●校長ぐんぐんタイ ム �24 �木 �★委員会（後期開始） �211 �日 �B週 �24 �火 �給食修了・地区子ども 会5h☆全校5h �24 �金 �3・4年来待ストーン見 学9：00～15：00◆外 国語29 �∴－ �月 �振替休日 �24 �火 �修了式・離任式☆ 11：40下校 

25 �木 �児童総会（朝）第1回 校長訪問10：00～11：00 1年牛を抑える会5h �ソし） �士 � �25 �火 �いじめに係る学校訪 問9：00～10：00（校長他 校内観察）ぐんぐん �25 �木 �第2回校長訪問 10：00～11：00校内研 修PM？ �25 �日 �A週PTA奉仕活動 8：30へァルミ缶回収8：3 0へ董ボラ �25 �水 �●教頭リカム学習 （かもめ）地区民体育 祭練習5h �25 �金 �◆外国語（3・4年20 5・6年19） �25 �月 �パンを作ろう（かもめ） �25 �水 �終業式 �25 �土 � �25 �火 �ぐんぐんタイム �25 �水 �学年末休業（～3／3 1） 

26 �金 �◆外国語2P打合せ 13：10～授業公開 13：30～・学級懇談 �26 �目 �A週 �26 �水 �水泳教室5／6h �26 �金 �＃REF！ �26 �月 � �26 �木 �●吾郷地区民体育 祭練習3h★委員会 （前期最終） �26 �士 � �26 �火 �ぐんぐんタイム �26 �木 �冬季休業（～1／7） �26 �日 �A過 �26 �水 �ロードレース大会 �26 �木 � 

27 �土 � �27 �月 �職員会議 �27 �木 �5・6年大敷乗船希望 日AM②☆クラブ �27 �土 � �27 �火 � �27 �金 �●勝田書取会・計算 会◆外国語（3・4年 175・6年16）楽柴 �∴； �口 �B週 �27 �水 �3・4年科学館学習AM �27 �金 �諸帳簿提出 �27 �月 �職員会議 �27 �木 �ロードレース大会予備 日 �27 �金 �諸帳簿提出 

28 �口 � �28 �火 �種目練習3h色別集 会4h眼科検診 13：30～係打合会 �28 �金 �5・6年大赦乗船希望 日（り書取会・計算会 ◆外国語10 �28 �臼 � �28 �水 �始業式　職員会議 �28 �土 � �28 �月 �体育館使用禁止（～2 日）職員会議 �28 �木 �☆クラブ �28 � � �28 �火 �ぐんぐんタイム5・6 年テレビ局見学8：45 －12・00 �28 �金 �書取会・計算会◆外 国語34 �28 �土 � 

29 �月 �昭和の日 �29 �水 �色別集会4h尿検査 予備日②☆5“6年 17：10下校 �29 �土 � �29 �月 �備品点検？職員作 業？ �29 �木 �給食開始1、2年造 形遊び9：00～11：50 �29 �日 �B週地区民体育祭＜ 中止の時は、休日＞ �29 �火 �ぐんぐんタイム �29 �金 �書取会・計算会◆外 国語231・2年校外 学習8：50～12：00 �二十 �言 � �29 �水 �SC来校13：00～17：00 �29 �土 � �29 �日 � 

30 �火 �国民の休日 �30 �木 �掃除の反省（朝）予 行練習3／4h色別 集会5h4／5／6年運 �30 �日 �B週 �30 �火 � �30 �金 �◆外国語13 �30 �月 �振替休業日＼＜29、日中 止の時は、通常授業 ＞ �30 �水 � �30 �土 � �：10 �早 � �30 �木 �★委員会 � � � �30 �月 � 

31 �金 �◆外国語6書取会・ 計算会色別集会5h ☆3・4年5h＊三宮T � � � �31 �水 � �m �士 � � � � �31 �木 �掃除の反省（朝）香取 会・計算会5／6年会 場準備7h � � � �31 �火 � �31 �金 �書取会・計算会◆外 国語30 � � � �31 �火 �退職辞職辞令交付式 16：00－17：00（市役 所） 

授業日数　　15　　　日 ���授業日数　19　　日 ���授業日数　20　　日 ���授業日数　15　　日 ���授業日数　　　3　　日 ���授業日数　19　　日 ���授業日数　　21　日 ���授業目数　　20　　日 ���授業日数　18　　日 ���授業日数　17　　日 ���授業日数　18　　日 ���授業日数　16　　日 
年間累計　　34　　日 ���年間累計　54　　日 ���年間累計　　69　　日 ���年間累計　　72　　日 ���年間累計　　91　日 ���年間累計　112　　日 ���年間累計　132　　日 ���年間累計　150　　日 ���年間累計　167　　日 ���年間累計　185　　日 ���年間累計　　201　日 


