
平成27年度　年間行事予定表　　　　　　【生徒用】

平成27年4月24日　札幌市立福井野中学校 
4月 剴Xﾈ��������������hﾈ��������������xﾈ��劔劔8月 剴佇��

日l曜l　行　　事 劔I&ﾈﾆﾆﾈ��ﾗ8����馭ﾉ?ｦﾉ､'H��ﾗ8����馭ﾉI(ﾜ�ﾈﾗ8����饕�劔劔日l曜l行　　事 劔I&ﾉvｦﾈ��ﾗ8����饕�

1 ��R�入字受付 ���金 ��ﾈ見�ｩ.���8ﾕｩ;�;���1 佇��3年騙時休業 ���水 添�x�I�鬨�R�1 �7�� ���火 乂x-�辷�効醜橙�

2 冦�� �"�土 ��2 ������3年臨時休業 1・2年午前授業 �"�木 ����t��2 �?｢� �"�水 ��

3 仞��職員会議 生徒指導研修会 �2�日 佶ｹd�ｴﾉD�?｢�3 ��R�1年炊事速足 2年宿泊学習（む �2�金 添�y}X鳧ｷ鮎b�3 佇�� �2�木 乂yD陞��

4 �7�� 釘�月 �-ﾘ,x.�,ﾉ?｢�4 冦��〝② 釘�土 �(i�ﾉ���nﾈ�X5H�X5ﾈ�YzH�X��4 ��� 釘�金 �8ﾈ48987ｨ���ﾈ7(6(4��

5 �?｢� 迭�火 �+�,x.�,ﾉ?｢�5 仞��2年臨時休業 迭�日 �(i�ﾉ���nﾈ�X5H�YzH�X��5 ��R� 迭�土 ��

6 佇��着任式・始業式 澱�水 ��Y�hｷ�?｢�6 �7�� 澱�月 ��6 冦�� 澱�日 ��

7 ���第33回入学式 PTA入会式 途�木 乂xﾕｩ��k陞��7 �?｢� 途�火 凛H�9��?ｨ轌;��7 仞�� 途�月 �8ﾈ48987ｨ���ﾈ7(8�4騏ﾉOY?｢���ﾕｩk�YH橙�

8 ��R� 唐�金 ��i6ｹ�ﾘ橙�ﾉx�?｣Y�y�Xﾘx+��8 佇��応援団練習② 　再引落日 唐�水 × 凛H�8ｺ8ﾜH初x�?｢�苓�(�兢�9h鰄���｢�8 �7�� 唐�火 ��ﾘｼr���ﾜH初x�?｢�
口座弓 

9 冦��新入生歓迎会 部活公開（～13） 湯�土 ��9 ���学年会 湯�木 乂yD陞��9 �?｢� 湯�水 ��

10 仞�� ����日 ��10 ��R�応援団練習（参 ����金 ��10 佇��再引落日 ����木 �9D隗y|ﾘ6Yg���

11 �7�� ����月 �9D�>�怦ﾉ��b�11 冦��応援団練習④ 　校務部会 ����土 �(i�ﾉ���8�2�nﾉ�ﾈ�ﾈ5�5��X5ﾈ6R�11 ��� ����金 ��

12 �?｢� ��"�火 ��嬰ﾈﾇﾈ8杏ﾈﾇﾂ�12 仞��教育実習終了 諸活動停止 ��"�日 �(i�ﾉ���8�2�nﾉ�ﾈ��5�5��X5ﾈ6R�12 ��R� ��"�土 ��

13 佇�� ��2�水 ��D�>�怦ﾉ��b�13 �7�� ��2�月 弍ｩihﾚy&ｸ�韮�ﾍ���hｼb�13 冦�� ��2�日 ��

14 ���全校道徳（D 　学年会 ��B�木 ��D韭�怦ﾉ��b��D��ｩnX効醜橙�14 �?｢� ��B�火 ����t��14 仞�� ��B�月 ��8ｺb�

15 ��R� ��R�金 添�x�,ﾈ�9�ｲ���9D隗yD陞��15 佇�����定期テスト① ��R�水 ��ﾈ�X�佛B�15 �7�� ��R�火 ��

16 冦��放言正式 部活結成集会 ��b�土 ��16 ������定期テ朴（診 　札教研事業 ��b�木 ����t2�16 �?｢� ��b�水 凛x檍���檍�Y8ｩUｲ�

17 仞��校務部会 ��r�日 ��17 ��R�常局 ��r�金 ����tB�17 佇�� ��r�木 ��

18 �7�� ����月 乂x-�辷�ﾊH�8橙�18 冦�� ����土 �(i�ﾉ���8�2�ﾉX�X5H�X6��X5�5��18 ��� ����金 ��

19 �?｢� ����火 ��ﾘｼr�����xﾙ+)�陞��19 仞��中体連激励作業 中体連壮行会 ����日 �(i�ﾉ���8�2�ﾉX�X5H�X6��ｸ5�5��19 ��R� ����土 ��

20 佇��常局学・選管委 　連絡調整会 �#��水 ��X醜檍ｶ8xy(ｹ�I�ﾂ�20 �7��中体連 水泳 �#��月 丶8,ﾉ?｢�(i�ﾉ���8�85B�20 冦�� �#��日 ��

21 ���全国学力調査 　職員会議 �#��木 ��8ｺh�Y}X鳬]ｹ�ﾈ侯��D�戊�8効醜橙�21 �?｢�J／ �#��火 乂x-�辷�効醜橙�21 仞�� �#��月 佝怨h,ﾉ?｢�

22 ��R�職員会議 �#"�金 ��D��96I�ﾘﾉ��b�呵�&9�ｸ���*��22 佇��連絡調整会 �#"�水 俔ｩk�YH橙�22 �7�� �#"�火 俛�j�,ﾈｷ�?｢�

23 冦�� �#2�土 ��23 ���避難訓練 職1会議㊦昼清掃 �#2�木 �<�¥ｩ�I�ﾂ�5x88�ｸ5y6�｢�23 �?｢� �#2�水 做瓜ｨ,ﾉ?｢�

24 仞��公開授業 �#B�巳 ��24 ��R�口腔検査 得点通知日 �#B�金 × ��ｧxｯｨ�ｼh���9|ｨ��;��(��+���24 佇�����始業式■職員会議 9月行事予定配布 �#B�木 傀�OXｨ�:鑼����ﾈ鞅8��uﾉ.烏ｩW｢�
PTA纂告会・部活総会 剴�hﾈ鞅8駟uﾉ.烏ｩW｢�

25 �7�� �#R�月 倅�ｨ�����������(��6��25 冦��全協 PTA運営委員会 �#R�】8月行事予定配布 �25 ��� �#R�金 ����t��土 �Hｴxｷ鮎b�

26 �?｢� �#b�火 ��26 仞��7月行事予定配布 陸上プロ配布予定 �#b�日 ��26 ��R� �#b�土 ��

27 佇��常局 部活集金（D �#r�水 �9D靆乂y{xﾗ8t����Y�y�Xﾘx+��27 �7��中体連 野・サ・ソ �#r�月 ��27 冦��教育課程検討委 �#r�日 ��

28 ���部活集金② �#��木 ���������ﾏｸﾜ�初x�?｢�28 �?｢� �#��火 佰ｸﾜ�初x�?｢�28 仞��口座引落日 �#��月 �����b�ﾏｸﾜ�初x�?｢�

29 ��R�昭和の日 �#��金 ��t��29 佇��口座引落日 �#��水 ��29 �7�� �#��火 ���?ｨｨ�:��

30 冦��全協 臨時保体委員会 �3��土 ��t2�30 ���学び支援委員会 �3��木 ��30 �?｢� �3��水 × ��c38��Y�InﾈﾝR�

31 唐� �� ��31 仞�� �3��月 �� ��　　／ 

【注意】変更になる場合があります。各月行事予定でご確認ください。l曜日の下に×のある日は給食がありません）



平成27年度　年間行事予定表　　　　　　【生徒用】
平成27年4月24日　札幌市立福井野中学校 

10月　　1　11月　　1　12月　　1　　1月　　1　　2月　　1　　3月 

白l曜l行　事lBl剰　行　事l日l曜l行　事l臼座l行　事　柑l曜l行　事　柑l刺　行　事 

1 冦��福井三野崇反省 ���日 丶ｨﾕｩ<��ｹ?｢�1 ���学び支援委員会 ���金 侏9%R�1 佇��－≡卓＝　　　　肝－ナ ���火 俔ｩ>�ﾊH�8檍xr�

2 仞��合唱コン確認会議 �"�月 俔ｩk�YH橙�2 ��R� �"�土 ��2 ���スキー学習2－2 �"�水 佰izy?ﾈ韋岑ﾊ����ｧyD陞��

3 �7�� �2�火 兌h嶌,ﾉ?｢�3 冦�� �2�日 ��3 ��R�学年会 �2�木 佰izy?ﾈ韜?｢�

4 �?｢� 釘�水 ��i6ｸ轌;�ﾊHｩ(檍xr�4 仞��学年会 釘�月 ��4 冦��スト学習2－3 PIA運営委員会 釘�金 佰izy?ﾈ韜lｩ�ｩ?｢�

5 佇��学年会 迭�木 �9D隗y|ﾘ6X5�6t2��D�戊�8効醜橙�5 �7�� 迭�火 ��5 仞��スト学習1－1・2 迭�土 ��

6 ���校務部会 澱�金 刋�xﾙ+)�陞��6 �?｢� 澱�水 ��6 �7�� 澱�日 ��

7 ��R�3年学力テストB 途�土 ��7 佇��期末懇談① 午前授業 途�木 ��7 �?｢� 途�月 ��y¥ｨ�檍8ｨ6��

8 冦��　連絡調整会 再引落日 唐�日 ��8 ���〝② 　再引落日 唐�金 俐H初x�?｢�8 佇��再引落日 唐�火 ��y¥ｨ�檍8ｨ6����ﾜH初x�?｢�

9 仞��職員会議㊦昼清掃 湯�月 仆8孜�ｩ&ｸt����ﾜH初x�?｢�9 ��R�〟（参 湯�土 ��9 ���スト学習卜3・4 卒業式係打合せ 湯�水 ��

10 �7�� ����火 ����t��10 冦��〝　④ ����日 ��10 ��R�教育課程検討委 ����木 ��

11 �?｢� ����水 ���伜��11 仞��〝　⑤ ����月 ��ﾉ�ﾈ,ﾉ?｢�11 冦��建国記念の日 ����金 俘x㈱�檍�Y�8ﾕｩ;�;��

12 佇��体育の日 ��"�木 ��t2�Y�y�ﾈｾi�8���ﾈ68ﾏ�zﾂ�12 �7�� ��"�火 ��12 仞��公立高校推薦入試 　校務部会 ��"�土 ��

13 ��� ��2�金 傚Hｨ�:�.(鈔��X醜檠;ﾈxy(ｹ�I�ﾂ�13 �?｢� ��2�水 ��13 �7�� ��2�日 ��

14 ��R����3時間授業 札教研事業㊦ ��B�土 ��14 佇��校務部会 ��B�木 ��14 ��� ��B�月 × ��(ｼh��ﾙ�ｸ��

15 冦��‖期時間割 ��R�日 ��15 ��� ��R�金 × 俶霈h��15 佇��諸活動停止 私立A下見 ��R�火 × ��c38����(ｼh�悦ｸ�u韭��

16 仞��後期認証式 常局 ��b�月 �.葦ｨ6Yg���*��16 ��R� ��b�土 ��16 ���私立A入試 ��b�水 佰izxﾘ(ﾕｨﾘxｦ價ﾙUﾂ�

17 �7�� ��r�火 �.葦ｨ6Yg�t��17 冦��校務部会 ��r�日 ��17 ��R�私立A面接日 　校務部会 ��r�木 添�xｯｩihﾚy&ｸ�兒｢����ﾉxﾙ+)�陞��

18 �?｢� ����水 ��18 仞��常局 ����月 �9D�.葦ｨ6X5�6r�18 冦��定期テスト① 私立B下見 ����金 添�y�hｸﾈ/��*H橙��X醜檍�亳�xy(ｹ�I���

19 佇�� ����木 ��19 �7��全協 ����火 �5�6xｧx�(�ﾃ��19 仞��定期テスト（診 私立B入試 ����土 ��

20 ���学び支援委員会 �#��金 ��ﾘﾘxｧx�?｢�20 �?｢� �#��水 �9D�;�5�,ｩ&ﾙ?｢���ｧyD陞��20 �7��私立B面接日 �#��臼 ��

21 ��R� �#��土 ��21 佇�� �#��木 �5�6xｧx�(�ﾃ"�21 �?｢� �#��月 偸IZｨ,ﾉ?｢�

22 冦��11月行事予定配布 �#"�日 ��22 ���連絡調整会 �#"�金 �5�6xｧx�(�ﾃ2�22 佇�� �#"�火 ���S)D隗yD��D��橙�

23 仞��公開授業・学年P 進路説明会 �#2�月 仂驗ｨｫH�8,ﾉ?｢�23 ��R�天暮能生日 �#2�土 ��23 ���レインホ’一フェスティ∧’ル ト26）連絡調整会 �#2�水 佻���hｼb�Y�xｯｩihﾚxﾖ����b�

24 �7�� �#B�火 ��(ﾈ鞅8駟uﾉ.烏ｩW｢�ﾕｩ>�ﾊH�8檠4��24 冦��特別清掃 ジャージ登校 �#B�日 ��24 ��R�職員会議㊦昼清掃 �#B�木 佻���hｼh�Xx��伜�����8ﾕｩ5��ﾒ�

25 �?｢� �#R�水 �;�5�,ｩ&ﾙ?｢�ｻ8支攣/hﾉ�:(侯�25 仞�����2学期終業式 仝出講待「貢1 �#R�月 俔ｩk�YH橙�25 冦��職員会機㊥昼清掃 �#R�金 × 做9{俾��Yz9D8��

26 佇��定期テスト範囲発表 �#b�木 ��26 �?ｨﾈ鞅8駟uﾉ.烏ｩW｢��#b�火 �5�6xｧx���6x6s"�26 仞��3月行事予定配布 �#b�土 偸Hｴxｷ鮎b�土 �7雍xｷ鮎b�

27 ��� �#r�金 ��(ﾈ鞅8駟GｩW｢�27 �?｢� �#r�水 �(ﾈ鞅8駟uﾉ.烏ｩW｢����8ﾕｩ5��r�27 �7�� �#r�日 ��

28 ��R�口座引落日 �#��土 ��28 佇��口座引落日 �#��木 �5�4ﾈ�ｸｧx���ﾃ8�SB���ﾏｸﾜ�初x�?｢�28 �?｢� �#��月 ��

29 冦��合唱コンクール サンプラザ �#��日 ��29 ��� �#��金 �5�6xｧx�(�ﾃ��29 佇��口座引落日 �#��火 ��

30 仞��合唱コンクール反省 　学年会 �3��月 佰ｸﾜ�初x�?｢�30 ��R� �3��土 �� ��　　／ �3��水 ��

31 �7�� �� ��31 冦�� �3��日 �� �� �3��木 ��

【注意】変更になる場合があります。各月行事予定でご確認ください。（曜日の下に×のある日は給食がありません） 


