
1年間の主な行事予定
平成24年4月27日現在

5月 1 （火） 学校朝会　聴力検査(1年)
2 （水） 体育朝会　聴力検査9:00～(2年)
7 （月） 学校納入金引落日①
8 （火） 児童朝会　参観日（全学年5校時）　ＰＴＡ総会
9 （水） 眼科検診(全学年)　　新時程開始
10 （木） 聴力検査9:00～(3年)
11 （金） 聴力検査9:00～（欠席者・再検査）歯科検診13:05～(欠席者）　スクールカウンセラー来校日
15 （火） 体育朝会　耳鼻科検診(2・4・6年)　　学校納入金引落日②
16 （水） 1年歩行教室（10:40～）
17 （木） 耳鼻科検診(1・3・5年・わかば) 委員会活動
22 （火） 体育朝会
24 （木） 内科検診(1・4・6年・わかば)

6月 3 （日） 運動会（9:00～15:00　雤天順延）
4 （月） 代休
5 （火） 学校朝会　　学校納入金引落日①
7 （木） 委員会活動
12 （火） 5年基礎基本定着状況調査8:45～　児童朝会　心電図・血圧(1年9:00～・対象者)
14 （木） 避難訓練（火災）
15 （金） Ｘ線検査(対象者)　学校納入金引落日②　スクールカウンセラー来校日
19 （火） 体育朝会　内科検診(欠席者)
21 （木） PTA救命講習会13:00～16:00（体育館）
22 （金） 集団下校指導
25 （月） 水泳指導開始
26 （火） 連合野活～27日
28 （木） クラブ活動（発足）
29 （金） 参観懇談日（4～6年）

7月 2 （月） 参観懇談日（1～3年・わかば）　平和教育授業（7月2日～7月6日）
3 （火） 体育朝会　宇品中職場体験（3日～5日）
4 （水） 平和集会（1校時）
5 （木） 学校納入金引落日①
6 （金） スクールカウンセラー来校日
9 （月） 大掃除週間（～13日）
10 （火） 児童朝会
12 （木） クラブ活動
17 （火） 学校納入金引落日②
19 （木） 個人懇談会（全学年　13:50～16:50）
20 （金） 学校朝会　給食終了　個人懇談会（全学年　13:50～16:50）
21 （土） 夏期休業開始
23 （月） サマースクール（23日～25日）
31 （火） 学校保健委員会

8月 6 （月） 全校登校日
30 （木） 野外活動（5年　8/30日～9/1日　国立三瓶青少年交流の家）
31 （金） 夏期休業終了

9月 3 （月） 学校朝会　給食開始
5 （水） 学校納入金引落日①
6 （木） 委員会活動
11 （火） 児童朝会
13 （木） 参観懇談日（全学年）
18 （火） 避難訓練 　学校納入金引落日②
19 （水） 体育朝会
20 （木） クラブ活動
21 （金） スクールカウンセラー来校日
24 （月） 大掃除週間（～28日）
27 （木） 委員会活動

10月 2 （火） 6年修学旅行前健康診断
4 （木） 個人懇談会（全学年　13:50～16:50）
5 （金） 前期終業式　前期会計報告配付　学校納入金引落日①　個人懇談会（全学年13:50～16:50）
9 （火） 後期始業式
10 （水） 修学旅行（6年　10日～11日）山口・九州方面
15 （月） 学校納入金引落日②
16 （火） 児童朝会
18 （木） クラブ活動
19 （金） スクールカウンセラー来校日
23 （火） 体育朝会
28 （日） 日曜参観（10:40下校）　PTA祭り
29 （月） 代休

11月 1 （木） 委員会活動
5 （月） 学校納入金引落日①
6 （火） 芸術鑑賞
7 （水） 学校朝会
8 （木） クラブ活動
13 （火） 児童朝会　就学時健康診断



15 （木） 1年生交流授業（15日～16日）　学校納入金引落日②
16 （金） スクールカウンセラー来校日
20 （火） 体育朝会
21 （水） 防犯教室（不審者対応）
22 （木） 集団下校指導
28 （水） 宇品っ子まつり（児童運営委員会）

12月 3 （月） 校内人権週間（～7日）
4 （火） 体育朝会　参観日（5校時1～3年・わかば,6校時4～6年）
5 （水） 学校納入金引落日①
6 （木） 委員会活動
7 （金） スクールカウンセラー来校日
10 （月） 大掃除週間（10日～14日）
11 （火） 児童朝会
17 （月） 学校納入金引落日②
20 （木） クラブ活動
21 （金） 学校朝会　給食終了
24 （月） 学校納入金引落日　冬季休業開始
25 （火） 個人懇談会（全学年　8:30～16:50）

1月 7 （月） 学校朝会　給食開始　学校納入金引落日
8 （火） 参観日（5校時1～3年・わかば,6校時4～6年）
10 （木） 委員会活動
11 （金） スクールカウンセラー来校日
15 （火） 児童朝会　学校納入金引落日②
22 （火） 体育朝会

2月 5 （火） 学校朝会　学校納入金引落日①
7 （木） 委員会活動
12 （火） 児童朝会
14 （木） クラブ活動（展示）
15 （金） 学校納入金引落日②　スクールカウンセラー来校日
18 （月） 参観懇談日（1・2年・わかば）
19 （火） 体育朝会　自転車教室（2年　14:00～）
20 （水） 参観懇談日（3・4年・わかば）
21 （木） クラブ活動(反省）　入学説明会
26 （火） 参観懇談日（5・6年・わかば）
28 （木） 卒業を祝う会

3月 1 （金） スクールカウンセラー来校日
4 （月） 大掃除週間（～8日）
7 （木） 委員会活動（反省）
8 （金） 創立記念式
9 （土） 個人懇談会（6年　8:30～16:50）
10 （日） 創立記念日
11 （月） 学校納入金引落日①
18 （月） 後期会計報告・出納簿・精算プリント配付
19 （火） 卒業証書授与式
22 （金） 給食終了　後期会計報告・出納簿・精算プリント配付
25 （月） 修了式
26 （火） 個人懇談会（1年～5年　8:30～16:50）学年末休業日（～31日）
28 （木） 離・退任式

※詳しい内容については,各月の学校だよりでお知らせします。
※これは,予定です。変更することもありますので,ご了承ください。


