
9 （月） 始業式 1 （水） 岩出市水泳大会

10 （火） 入学式 2 （木） 岩出市水泳大会（予）

11 （水） 身体測定（４５６年）　給食開始　職員会議 19 （日） 登校日（奉仕作業）　　追加しました

12 （木） 身体測定（１２３年）

13 （金） 聴力検査（５年） 3 （月） ２学期始業式　給食開始

16 （月） 聴力検査（３年）　委員会活動 4 （火） 登校観察

17 （火） 全国学力学習状況調査　岩出市学力テスト 21 （金） 授業参観・修学旅行説明会　　追加しました

１年給食開始 25 （火） 芸術鑑賞ワークショップ（６年）

18 （水） 聴力検査（２年）　教科別研究会 27 （木） 社会見学

19 （木） 春の遠足　　　　　お弁当必要 　※授業参観・学級懇談・就学旅行説明会

20 （金） 遠足（予備日）　　お弁当必要

23 （月） 聴力検査（１年） 1 （月） 登校観察

24 （火） 授業参観・学級懇談会　育友会総会 3 （水） 岩出市陸上大会

25 （水） 視力検査（１年）　校外児童会 4 （木） 岩出市陸上大会（予）

26 （木） 家庭訪問①　視力再検査（２３年） 11 （木） 修学旅行①

27 （金） 家庭訪問②　視力再検査（４５年） 12 （金） 修学旅行②

15 （月） 委員会活動（前期）

1 （火） 家庭訪問③　登校観察　視力再検査（６年） 22 （月） 委員会活動（後期）

2 （水） 家庭訪問④　心電図検査（１年） 29 （月） クラブ活動

7 （月） 家庭訪問⑤

8 （火） 耳鼻科検診（１年、５－１） 1 （木） 登校観察

10 （木） 眼科検診（全学年） 3 （土） 文化の日　那賀地方陸上大会

11 （金） 図書館司書来校 4 （日） 那賀地方陸上大会（予）

14 （月） 代表委員会・補充学習 6 （火） 芸術（邦楽）鑑賞

耳鼻科検診（２年、５－２） 10 （土） ねごろっこ祭り　　　　追加しました

15 （火） 図書館司書来校 12 （月） クラブ活動

16 （水） 耳鼻科検診（３年、４－１） 24 （土） 桃源郷駅伝大会

18 （金） 耳鼻科検診（６年、４－２） 25 （日） 桃源郷駅伝大会（予）

22 （火） 内科・結核・運動器検診（１～３年） 26 （月） 代表委員会・補充学習

図書館司書来校  ※学校開放→11月12日・13日（2,3,4限） 追加しました

25 （金） 内科・結核・運動器検診（４～６年） 　 授業参観・引渡訓練→11月14日　 　　追加しました

28 （月） （補充学習）

29 （火） 図書館司書来校 3 （月） 登校観察

　※スポーツテスト 6 （木） 校内マラソン大会

7 （金） マラソン予備日

1 （金） 登校観察 10 （月） クラブ活動

2 （土） 運動会 17 （月） 代表委員会・補充学習

4 （月） 振替休日 25 （火） 個人懇談会

5 （火） 図書館司書来校 26 （水） ２学期終業式　校外児童会

7 （木） 歯科健診（１、２、５年） 　※漢字の博士検定

11 （月） クラブ活動

12 （火） プール前検診（１～３年）図書館司書来校 7 （月） ３学期始業式

14 （木） 歯科健診（３、４、６年） 8 （火） 登校観察

15 （金） プール前検診（４～６年） 26 （土） 長距離大会

19 （火） 図書館司書来校 27 （日） 長距離大会（予）

22 （金） 交通安全教室 28 （月） 委員会活動

26 （火） 図書館司書来校

　※プール開き・漢字博士検定 1 （金） 登校観察

25 （月） クラブ活動

2 （月） 登校観察 　※漢字の博士検定

9 （月） 代表委員会・補充学習

19 （木） 個人懇談会 1 （金） 登校観察

20 （金） １学期終業式　校外児童会 11 （月） 委員会活動

31 （火） 登校日　　　　追加しました 18 （月） 代表委員会・補充学習

　※夏休み補充学習→７月23日・24日・25日・26日　追加しました 20 （水） 卒業式

22 （金） ３学期修了式　校外児童会

29 （金） 離任式

５月

６月

１１月

１２月

１月

２月

３月

１０月

根来小学校　３０年度年間行事のお知らせ
　本年度の学校行事をお知らせします。なお、各行事は都合により変更する場合があります。あらかじめご了承ください。追加行
事や変更については毎月の月行事でお知らせいたします。

４月 ８月

９月

７月


