
1111 月月月月
年度始休業日(～5日)
職員会議・学年会議 1111 水水水水 即位の日 1111 土土土土 運動会(町内全小学校) 1111 月月月月 1111 木木木木 管内校長研究大会 1111 日日日日 1111 火火火火 開校記念日 1111 金金金金 分掌会議 1111 日日日日 1111 水水水水 元日 1111 土土土土 1111 日日日日

2222 火火火火
辞令交付式　分掌・学年会議
校長教頭合同会議 2222 木木木木 国民の休日 2222 日日日日 2222 火火火火 ALT 2222 金金金金 管内教頭学校経営研 2222 月月月月

後期児童会選挙⑨
全校研②9/4～6 2222 水水水水

職員会議
児童会③ 2222 土土土土 2222 月月月月 2222 木木木木 年始休暇 2222 日日日日 2222 月月月月

3333 水水水水
職員会議　分掌・学年会議
机・イスの移動9:00 3333 金金金金 憲法記念日 3333 月月月月 振替休業日 3333 水水水水

防犯教室(1・3・5年)
職員会議 3333 土土土土 3333 火火火火 ALT 3333 木木木木

クラブ⑥
*避難訓練(予備日） 3333 日日日日

文化の日
（利小学習発表会） 3333 火火火火

ALT
児童会⑥ 3333 金金金金 年始休暇 3333 月月月月

一日体験入学
分掌会議 管内研究所発表会 3333 火火火火

ALT
6年生を送る会

4444 木木木木 新年度計画会議① 4444 土土土土 みどりの日 4444 火火火火
児童会③　ALT
校区内巡視（～7日） 4444 木木木木 クラブ③ 4444 日日日日 4444 水水水水 宿泊学習(5年) 4444 金金金金 研修(実技研) 4444 月月月月 振替休日 4444 水水水水 4444 土土土土 4444 火火火火

ALT

校内スケート記録会 4444 水水水水 分掌会議

5555 金金金金
６年生前日登校
学級・学担発表 5555 日日日日 子どもの日 5555 水水水水 分掌会議 5555 金金金金 全校研①/研修(全③) 5555 月月月月 5555 木木木木 宿泊学習(5年) 5555 土土土土 5555 火火火火 ALT 5555 木木木木 5555 日日日日 5555 水水水水

職員会議
中学校入学説明会 5555 木木木木

6666 土土土土 6666 月月月月 振替休日 6666 木木木木 6666 土土土土 6666 火火火火 6666 金金金金 研修（全⑦） 6666 日日日日 6666 水水水水 職員会議 6666 金金金金
職員会議
（池中参観日）
つくしふれあいタイム⑧

6666 月月月月 6666 木木木木
ＣＲＴ学力検査
分掌会議 6666 金金金金

職員会議
PTA運営委員会（予定）
つくしふれあいタイム⑩

7777 日日日日 7777 火火火火
地震避難訓練 児童会①
ALT 7777 金金金金

職員会議
集団下校訓練(5校時) 7777 日日日日 7777 水水水水 7777 土土土土 7777 月月月月 学習発表会特別時間割 7777 木木木木 クラブ⑦（3年見学） 7777 土土土土 7777 火火火火 7777 金金金金

ＣＲＴ学力検査
分掌会議 7777 土土土土

8888 月月月月
着任式・1学期始業式
入学式 8888 水水水水

分掌会議
交通安全教室予備日（2・4年）

心電図(1年生)
8888 土土土土 8888 月月月月 8888 木木木木 8888 日日日日 8888 火火火火 ALT 8888 金金金金

研修(全⑧)
管内進路研 8888 日日日日 8888 水水水水 8888 土土土土 8888 日日日日

9999 火火火火
ALT　新年度計画会議②
１年生下校指導(～10日)
登校指導（9～11日）

9999 木木木木
クラブ（計画）
尿検査１次 9999 日日日日 9999 火火火火

ALT
児童会⑤ 9999 金金金金 9999 月月月月 職員会議 9999 水水水水 校長学校経営法制研究会 9999 土土土土 9999 月月月月 9999 木木木木

学び塾
(予定：東部方面スケート大会) 9999 日日日日 9999 月月月月

10101010 水水水水
身体測定(5・6年)
交通安全指導3･5･6年
管内校長会議

10101010 金金金金
研修(部全①)
学校経営案印刷完了 10101010 月月月月 10101010 水水水水 分掌会議 10101010 土土土土 10101010 火火火火

ALT
クラブ④ 10101010 木木木木 10101010 日日日日 10101010 火火火火 ALT 10101010 金金金金 学び塾 10101010 月月月月 校内外巡視(～14日） 10101010 火火火火 ALT

11111111 木木木木
身体測定(3・4年)　1年給食開始

交通安全指導1年
新年度計画会議③

11111111 土土土土 11111111 火火火火
ALT
*集団下校訓練予備 11111111 木木木木 11111111 日日日日 山の日 11111111 水水水水 児童会① 11111111 金金金金 11111111 月月月月 児童会⑤ 11111111 水水水水 評価業務・午前授業 11111111 土土土土 11111111 火火火火 建国記念の日 11111111 水水水水 評価業務・午前授業

12121212 金金金金
身体測定(1・2年)
研修(全①)  管内教頭会議 12121212 日日日日 12121212 水水水水 通知表検討委員会 12121212 金金金金

研修(全④)
つくしふれあいタイム③ 12121212 月月月月 振替休業日 12121212 木木木木 池田町教育研究大会 12121212 土土土土 12121212 火火火火 ALT 12121212 木木木木 評価業務・午前授業 12121212 日日日日 12121212 水水水水

年度末反省会議
(午前授業) 12121212 木木木木 評価業務・午前授業

13131313 土土土土 全校参観日・ＰTA総会 13131313 月月月月
内科検診(1・3年)
児童会総会② 13131313 木木木木

クラブ②
歯科検診(1・3・5年) 13131313 土土土土 13131313 火火火火 学校閉庁日 13131313 金金金金

全道小校長研(苫小牧～14日)
つくしふれあいタイム⑥ 13131313 日日日日 13131313 水水水水 管内サークル研(中札内) 13131313 金金金金 評価業務・午前授業 13131313 月月月月 成人の日 13131313 木木木木

年度末反省会議
(午前授業) 13131313 金金金金

評価業務・午前授業
（池中卒業式）

14141414 日日日日 （池中参観日） 14141414 火火火火 ALT 14141414 金金金金
研修(部③)
つくしふれあいタイム② 14141414 日日日日 14141414 水水水水 学校閉庁日 14141414 土土土土 14141414 月月月月 体育の日 14141414 木木木木 クラブ⑧(反省) 14141414 土土土土 14141414 火火火火 14141414 金金金金

年度末反省会議
(午前授業)
研修(全⑩)

14141414 土土土土

15151515 月月月月 振替休業 15151515 水水水水
職員会議  ALT
内科検診(2・4年) 15151515 土土土土 15151515 月月月月

海の日
管内Ｐ研究大会（音更） 15151515 木木木木

学校閉庁日
町Ｐ連夏祭り巡視 15151515 日日日日 15151515 火火火火 ALT 15151515 金金金金

校内教育支援委員会
(事後研)研修(全⑦)
つくしふれあいタイム⑦

15151515 日日日日 15151515 水水水水 15151515 土土土土 15151515 日日日日

16161616 火火火火
ALT  職員会議
視力検査（６年） 16161616 木木木木

PTA運営委員会
尿検査２次 16161616 日日日日 16161616 火火火火 ALT 16161616 金金金金 16161616 月月月月 敬老の日 16161616 水水水水 16161616 土土土土 （高小学習発表会） 16161616 月月月月

通知票提出
交通安全指導(１年) 16161616 木木木木 16161616 日日日日 16161616 月月月月 通知票提出日

17171717 水水水水
視力検査（4年）
家庭訪問① 17171717 金金金金

児童交流会
内科検診(5・6年)
つくしふれあいタイム①

17171717 月月月月 17171717 水水水水 評価業務・午前授業 17171717 土土土土 17171717 火火火火 ALT 17171717 木木木木 17171717 日日日日 17171717 火火火火 ALT 17171717 金金金金 17171717 月月月月 児童会⑨(反省) 17171717 火火火火 ALT

18181818 木木木木
家庭訪問②
全国学習状況調査（国･算） 18181818 土土土土 18181818 火火火火 ALT 18181818 木木木木

評価業務・午前授業
つくしふれあいタイム④ 18181818 日日日日 18181818 水水水水 修学旅行 18181818 金金金金 18181818 月月月月 職員体育 18181818 水水水水 分掌会議 18181818 土土土土 18181818 火火火火 ALT 18181818 水水水水

19191919 金金金金
家庭訪問③
視力検査（5年）
町特別支援総会

19191919 日日日日 19191919 水水水水 19191919 金金金金 評価業務・午前授業 19191919 月月月月 職員会議 19191919 木木木木 修学旅行 19191919 土土土土 19191919 火火火火 ALT 19191919 木木木木 19191919 日日日日 19191919 水水水水 職員体育 19191919 木木木木

20202020 土土土土 20202020 月月月月 運動会特割 20202020 木木木木 20202020 土土土土 20202020 火火火火
始業式
ALT 20202020 金金金金

(６年生回復日)
全道教頭研(岩内～21日) 20202020 日日日日 20202020 水水水水 分掌会議 20202020 金金金金 20202020 月月月月 職員会議 20202020 木木木木 20202020 金金金金 春分の日

21212121 日日日日 21212121 火火火火 ALT 21212121 金金金金
研修(部②)
遠足 21212121 日日日日 21212121 水水水水

登校指導(～23日)
夏休み作品展(～30日) 21212121 土土土土 21212121 月月月月 21212121 木木木木 町互助会レク 21212121 土土土土 21212121 火火火火

始業式
ALT 21212121 金金金金 児童交流会 21212121 土土土土

22222222 月月月月
家庭訪問④
視力聴力検査（3年） 22222222 水水水水 22222222 土土土土 22222222 月月月月

通知票提出日
（池中参観日） 22222222 木木木木

交通安全指導(１年)
児童会⑦ 22222222 日日日日 22222222 火火火火 即位礼正殿の議 22222222 金金金金 管内教頭研究大会 22222222 日日日日 22222222 水水水水

登校指導(～24日)
冬休み作品展(～24日) 22222222 土土土土 22222222 日日日日

23232323 火火火火
家庭訪問⑤  ALT
視力聴力検査（2年） 23232323 木木木木 尿検査3次 23232323 日日日日 23232323 火火火火

ALT
携帯電話教室（4・6年） 23232323 金金金金

交通安全指導(１年)予備日
研修（部④）
つくしふれあいタイム⑤

23232323 月月月月 秋分の日 23232323 水水水水 総練習（児童公開） 23232323 土土土土 勤労感謝の日 23232323 月月月月 23232323 木木木木 児童会⑧ 23232323 日日日日 天皇誕生日 23232323 月月月月 離任式　大掃除

24242424 水水水水
職員会議（運動会）
視力聴力検査（1年）
交通安全教室(2・4年）

24242424 金金金金 研修(部②) 24242424 月月月月
児童会④
モデルロケット教室（5.6年） 24242424 水水水水 夏の全校集会⑥ 24242424 土土土土 24242424 火火火火

校区内巡視(～27日)
ALT 24242424 木木木木 24242424 日日日日 24242424 火火火火 ALT 24242424 金金金金

研修(全⑨)
つくしふれあいタイム⑨ 24242424 月月月月 振替休日 24242424 火火火火

卒業式・修了式
月末統計

25252525 木木木木 家庭訪問⑥ 25252525 土土土土 （池中体育祭） 25252525 火火火火
地域参観日(1年～3年)
ALT 25252525 木木木木

終業式　大掃除
月末統計 25252525 日日日日 25252525 水水水水

火災避難訓練
分掌会議 25252525 金金金金 25252525 月月月月 25252525 水水水水 冬の全校集会⑦ 25252525 土土土土 いけだっ子冬祭り 25252525 火火火火 児童会選挙⑩ 25252525 水水水水

年度末休業日  職員会議
ＰＴＡお別れパーティー

26262626 金金金金
町教育推進研究会総会
１年生を迎える会　町P連総会
月末統計　教育課程編成届

26262626 日日日日 26262626 水水水水 地域参観日(4年～6年) 26262626 金金金金 夏休み(～8/19) 26262626 月月月月 児童会反省⑧ 26262626 木木木木
マラソン記録会
クラブ⑤ 26262626 土土土土 学習発表会 26262626 火火火火

参観日(4年～6年)
ALT 26262626 木木木木

終業式　大掃除
月末統計 26262626 日日日日 26262626 水水水水 ALT 26262626 木木木木 退職校長感謝激励の会

27272727 土土土土 27272727 月月月月 27272727 木木木木 歯科検診(2・4・6年) 27272727 土土土土 27272727 火火火火 ALT 27272727 金金金金
*マラソン記録会予備日
児童会総会②
児童交流会

27272727 日日日日 27272727 水水水水 参観日(1年～3年) 27272727 金金金金 冬休み(～1/20) 27272727 月月月月 27272727 木木木木 参観日(1年～3年) 27272727 金金金金 諸帳簿提出

28282828 日日日日 28282828 火火火火 ALT 28282828 金金金金
分掌会議　職員体育
月末統計　*遠足予備日 28282828 日日日日 28282828 水水水水 分掌会議 28282828 土土土土 （池中文化祭） 28282828 月月月月 振替休業日 28282828 木木木木 28282828 土土土土 28282828 火火火火 ALT 28282828 金金金金

参観日(4年～6年)
月末統計 28282828 土土土土

29292929 月月月月 昭和の日 29292929 水水水水 総練習 29292929 土土土土 29292929 月月月月 読谷村派(5・6年) -8/2 29292929 木木木木 研修（全⑤） 29292929 日日日日 29292929 火火火火
ALT
児童会④ 29292929 金金金金

研修(部⑤)
月末統計 29292929 日日日日 29292929 水水水水 月末統計 29292929 土土土土 29292929 日日日日

30303030 火火火火 国民の休日 30303030 木木木木 30303030 日日日日 30303030 火火火火 学び塾 30303030 金金金金
研修（全⑥）・午前授業
月末統計 30303030 月月月月 月末統計 30303030 水水水水 30303030 土土土土 30303030 月月月月 年末休暇 30303030 木木木木 30303030 月月月月

　　　　 31313131 金金金金 月末統計 　　　　 31313131 水水水水 学び塾 31313131 土土土土 31313131 木木木木 月末統計 31313131 火火火火 年末休暇 31313131 金金金金
月末統計  漢字検定
研修(全⑩) 31313131 火火火火

どらねこクラブ
※読み聞かせボランティア
・低学年読み聞かせ

　月2回　木曜日

町巡回相談
気まぐれコンサート
知能検査

東部方面教育振興会研修会

町巡回相談
吹奏楽コンクール

学校経営研 巡回相談 就学前検診
校内就学指導委員会
町巡回相談
音楽の夕べ
給食調理員学校訪問

リンク開きスケート大会 町民スケート大会 リンク納めスケート大会

バイキング給食
学校経営研

紀要発行
ＰＴＡ運営委員会
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平成31年度平成31年度平成31年度平成31年度  　池田小学校　学校カレンダー  　池田小学校　学校カレンダー  　池田小学校　学校カレンダー  　池田小学校　学校カレンダー  　　　池田町立池田小学校
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授業日 授業日授業日 授業日 授業日 授業日 授業日 授業日

累  計

授業日 授業日 授業日 授業日

累  計 累  計 累  計 累  計 累  計 累  計 累  計 累  計 累  計 累  計 累  計

体育館使用不可

4/1～4/7

体育館使用不可

1/24～1/25

体育館使用不可

3/11～4/10

体育館使用不可

10/7～10/28
体育館使用不可

12/30～1/3

町
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事
後
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研

町
研
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事
後
後
研

校 訓


