
４月
5日 （金） 入学式　新任式　１学期始業式
8日 （月） 退任式　　
9日 （火） 給食開始（２～６年）　通学団会
10日 （水） 身体測定（５・６年）学級写真撮影

第１回ＰＴＡ委員会
11日 （木） 歯科検診（４・５・６年）
12日 （金） 避難訓練　身体測定（１年・みどり）　 入学式
15日 （月） １年給食開始　身体測定（３・４年）　

家庭訪問（希望制）　短縮A日課（～１６日）
16日 （火） 身体測定（２年）
17日 （水） 家庭訪問（予備日）５時間一斉下校（～１９日）

心電図検査（１・４年）４年生のみ１５：３０下校
18日 （木） 全国学力・学習状況調査（６年）尿検査（全校）
19日 （金） 聴力再検査
20日 （土） 授業参観　ＰＴＡ総会　引渡し訓練
22日 （月） 授業参観代休日
23日 （火） 委員会発足　視力再検査
25日 （木） 1年生を迎える会　

歯科検診（１・２・３年・みどり）
26日 (金） 内科検診（３・６年）

運動会
５月

7日 （火） 運動会練習開始
内科検診　（２・５年・みどり）

8日 （水） 内科検診（１・４年）
13日 (月） 眼科検診（全校）
22日 （水） 耳鼻科検診（２・５年・抽出）
25日 （土） 学校・学区合同運動会（予備日２６日）
27日 （月） 運動会代休日
28日 (火） ３年交通教室（１・２組）
29日 （水） ３年交通教室（３組）５年山の学習説明会
30日 （木） 体力テスト
31日 (金） 幼保小情報交換会

６月 ３年　交通教室
4日 （火） 河川美化活動（予備日６日）
10日 （月） 第１回学校関係者評価委員会
13日 (木） ５年山の学習（～１５日）
17日 （月） 読書週間（～２９日）　５年山の学習代休
21日 (金） 学校自由参観　教育講演会　１年給食試食会
24日 （月） クラブ活動発足
26日 （金） 芸術鑑賞会（音楽）

７月
1日 （月） 市制記念日　
5日 （金） ＰＴＡ心肺蘇生法講習会
8日 （月） 通学団会 ５年　山の学習
9日 （火） 学期末個人懇談会　短縮Ａ日課（～１１日）　
12日 （金） 大掃除
13日 （土） 第１回ＰＴＡ資源回収
18日 （木） 水泳部・吹奏楽部選手激励会

給食終了
19日 （金） １学期終業式　愛のパトロール
23日 （火） 小学校水泳大会（予備日２４日）
26日 (金） サマーコンサート（吹奏楽部）
30日 （火） プール開放開始（～３１日、８月１日）

８月
2日 （木） ６年芸術鑑賞会（午後）
9日 (金） 英語スピーチフェスティバル
10日 （土） 納涼祭（～１２日）
13日 （火） 学校閉庁日（～１５日）
28日 （水） ２学期始業式 劇と歌の会
29日 （木） 給食なし　短縮日課B（～３０日）

令和元年度 年間行事計画
（変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。）



９月
2日 （月） 給食開始　防災訓練
9日 （月） 学区敬老会代休日
11日 （水） 学校自由参観　夏休み作品展　

学校保健委員会　部活動懇談会
第２回ＰＴＡ委員会

13日 （金） 不審者対応訓練
14日 （土） 学区敬老会（出校日）
30日 （月） 球技部活動選手激励会

１０月
2日 (水） キッズデイズ（～４日） １年　幼保小交流

小学校球技大会（～４日、予備日５・６日））
7日 （月） ６年修学旅行説明会　情報モラル講習会
12日 (土） 理・家作品展
13日 (日） 市民体育祭
19日 (土） おかざきっ子展（～２０日）　第２回ＰＴＡ資源回収
23日 （水） 校内劇と歌の会
26日 (土） 劇と歌の会
28日 （月） 劇と歌の会代休日
29日 （火） 読書週間（～１１月９日）

１１月
5日 （火） ６年修学旅行（～６日） ６年　修学旅行
16日 （土） 第４７回岡崎のハーモニー
18日 （月） かけあし開始（～２８日）
19日 （火） 第２回学校関係者評価委員会
21日 （木） 就学時健康診断　入学説明会
22日 （金） １年幼保小交流会
29日 （金） マラソン大会（予備日１２月２・３日）

１２月
6日 （金） 通学団会・大掃除
11日 (水） 学期末個人懇談会　短縮Ａ日課（～１３日）　
20日 （金） 給食終了
23日 (月） 第２学期終業式・愛のパトロール　 　　　　　　　　　　　　　　　　マラソン大会

１月
7日 (火） ３学期始業式
8日 （水） 給食開始　校内書き初め会
10日 （金） 放課時避難訓練
18日 （土） 岡崎市書き初め展（～１９日）
22日 （水） 校内書き初め展（～２３日）
23日 （木） 学校自由参観　ＰＴＡ作品展
30日 （木） 第３回ＰＴＡ委員会
31日 (金） 標準学力調査（全学年）

２月
6日 （木） ＰＴＡ新旧役員会 感謝の会　交通少年団引継式　
12日 （水） ６年竜南中学校入学説明会

第３回学校関係者評価委員会
15日 （土） 第３回ＰＴＡ資源回収
20日 （木） 感謝の会　交通少年団旗引継式
27日 （木） 通学団会　一斉下校（こども１１０番の家挨拶）

３月
2日 (月） 卒業生を送る会
6日 （金） 大掃除
10日 （火） ６年同窓会入会式　
19日 （水） 第４５回卒業証書授与式
23日 （木） 給食終了　
24日 （金） 平成３１年度修了式

卒業生を送る会


