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委⑩2月分

　 　 夏季休業日終　校内研⑤ 委⑦11月分　神明学級振
替休業日

委③6月分 軽井沢移動教室②56年
定期健康診断終

オープンキャンパス② 南中野地区運動 会予備日
(多田小会場）

校内研⑧

秋季歯科456年 特別支援学級連合運動 会 連合音楽会(南部)5年

委⑧12月分　マラソン週間
始（～12/9金）

保護者会34年神③

昭和の日 神明本三町会運動 会 軽井沢移動教室①56年 夏季水泳指導⑦
個人面談期間終

委⑪3月分

遠足12年（新宿御苑）　内
科6年

プラネタリウム見学4年　軽
井沢移動教室事前健診56
年

夏季水泳指導⑥ 校内研⑥ 生活科見学1年（井の頭自
然文化園）　ﾏﾗｿﾝ事前健診
56年

春季休業日始

長なわ大会①　遠足予備日
神明学級　心臓検診　職③

4時間授業　小中連携教育
協議会①（南中野中会場）

夏季水泳指導⑤
補充学習⑤

連合運動会予備日　秋季
歯科123年神

委⑥10月分 4時間授業　連合運動会6
年

向台小学校80周年行事 冬季休業日始 なわとび発表会（246年）

4時間授業　小教研

遠足34年（昭和記念公園）
内科5年

乗り入れ指導（小→中①
②）

　 夏季水泳指導④
補充学習④

夏季水泳指導⑫
補充学習⑩

保護者会5年③ 修了式　大掃除　4時間授
業

遠足予備日5年　校内研① 4時間授業　聴力35年　小
教研

夏季水泳指導③
補充学習③

夏季水泳指導⑪
補充学習⑨

ﾏﾗｿﾝ事前健診2年神

卒業式

聴力12年神　教育実習(～
6/10金)

夏季水泳指導⑩
補充学習⑧

ク⑦

神明学級振替休業日
保護者会34年②

南中野地区運動 会(多田小
会場）

勤労感謝の日 天皇誕生日 ク⑩

給食終 給食終　卒業式予行練習(1-4年
4時間授業，56年5時間授業
15:00下校)　卒業式前日準備

　 振替休業日 音楽鑑賞教室5年 歯科4
年,6-2

夏季水泳指導⑨
補充学習⑦

社会科見学6年（国会・警視
庁見学）

内科12年神 運動 会予備日 職⑤ 夏季水泳指導②
補充学習②

夏季水泳指導⑧
補充学習⑥

秋分の日

春分の日

内科4年 運動会 夏季休業日始　夏季水泳
指導①　補充学習①　個人
面談期間始

日光宿泊学習③神明学級
保護者会56年②

 生活科見学２年（水族館）　ﾏﾗｿ
ﾝ事前健診13年　南中野中合唱
コンクール

振替休業日

開校記念日　日光宿泊学
習②神明学級　保護者会
12年②

4時間授業　就学時健康診
断

社会科見学5年（工場見学） 連合作品展/書初め展始（～1/24火）　武

蔵台小学校・上鷺宮小学校・北中野中学

校研究発表会

ク⑫　クラブ見学3年

学芸会②(保護者･地域鑑賞日)
4時間授業（給食あり）　上高田小
学校90周年行事

委⑨1月分 なわとび週間始（～1/30
月）

4時間授業　1年生を迎える
会　小教研

運動会前日準備 水泳指導始　委④7月分
PTA親睦会15:30-

給食終　職⑥

職⑪ オープンキャンパス③

全国学力学習状況調査6年
遠足神明学級（小金井公
園）　内科3年

尿検査1次予備日 プール清掃 敬老の日　日光宿泊学習
①神明学級

4時間授業　校内研⑦/研
究授業

中学校卒業式

小中連携あいさつ強化週間①
（～4/22金）　長なわ週間始（～
4/26火）　ク①　発育測定3年

職④ 海の日 長なわ大会② 学芸会①(児童鑑賞日)

ク⑥ 　 避⑨ 校外学習神明学級（昭和記
念公園）

4時間授業　小中連携教育協議
会②（多田小会場）　若宮小学校
研究発表会

ク⑨ 新1年生保護者会

尿検査1次（全） 全国学力・学習状況調査経
年変化分析調査6年

4時間授業　小教研発表会

運動会係児童打ち合わせ
②6校時　PTA総会15:30-

歯科5年,6-1 日光宿泊学習事前健診神
明学級　水泳指導終

学校説明・保護者会12年神
①　発育測定1年神

校内研③ 連合作品展/作品展始（～
9/20火）　連合作品展見学
神明学級

5時間授業　個人面談⑤
補充学習⑮

4時間授業　小教研 昆虫園見学3年 学芸会係児童打ち合わせ
②6校時

神明マラソンフェスタ予備日
職⑩

学校公開日⑦　なわとび教
室　土曜授業日⑦

ユニセフ募金（～2/16木）

弥生町5丁目町会運動 会
予備日

5時間授業　個人面談④ 補
充学習⑭

発育測定34年　都小学生
科学展始(～1/15日)

ありさよ準備456年6校時 委⑫まとめ4月当初分　体
育館開放停止始

遠足5年(高尾山）　発育測
定6年

学校公開日①　避②　引渡
引取訓練　土曜授業日①

4時間授業　社会科見学3
年（区内めぐり）　保幼小連
絡協議会(1･3B)

乗り入れ指導（中→小①）

発育測定56年

学校説明・保護者会34年①
給食開始1年　避①　発育
測定5年

ク③ 4時間授業　連合プラネタリ
ウム/神明学級　校内研④/
研究授業

社会科見学4年（清掃工場）

専科授業始　学校説明・保
護者会56年①　発育測定4
年

眼科(全) 水泳記録会予備日　ク⑤ 4時間授業　小教研 学校公開日⑤　交通安全
教室　親子元気アップ事業
土曜授業日⑤

4時間授業　教育指導訪問
校内研⑨/研究授業

後期始業式　　長なわ週間
始（～10/17月）

席書会34年　発育測定12
年神　校内研⑩

建国記念の日

学校公開日⑥　神明マラソ
ンフェスタ　土曜授業日⑥

授業再開　　給食始　　小中連携あいさつ

強化週間③（～1/14土）　席書会56年　安

⑨

乗り入れ指導（中→小④） 避⑪

中野区学力にかかわる調
査　委①4月分　安①

4時間授業　視力56年　小
教研（総会）

学校公開日②　軽井沢移
動教室説明会56年　土曜
授業日②

ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ準備456年6校時 山の日

成人の日 都公立学校美術展覧会始
(～2/14火)

視力34年 体力テスト（一斉実施）予備
日　二中・桃園小との交流
①神明学級

参議院議員選挙 学校公開日④ 道徳授業地
区公開講座　土曜授業日
④

体育の日
秋季休業日終

職⑬

平常授業開始12年　運動会係児
童打ち合わせ①6校時　ダンス週
間（～5/20金）　視力12年神

オープンキャンパス①　歯
科2年,3-2

学校公開日③　セーフティ
教室　土曜授業日③

水泳記録会56年 4時間授業　小教研 5時間授業　個人面談③
補充学習⑬

乗り入れ指導（中→小②） 秋季休業日始 5時間授業　個人面談②
補充学習⑫

職⑫　校内研⑪

学芸会係児童打ち合わせ
①6校時　安⑦

4時間授業　小教研 冬季休業日終

発育測定2年 4時間授業　小教研

ク⑪　安⑩ ク⑬　安⑪

給食始　休み明けテスト　平常授
業開始　中学校入学式　定期健
康診断始

体力テスト（一斉実施）　尿
検査2次予備日

都学力向上をはかるため
の調査5年

発育測定56年　職⑦ 前期終業式

始業式　入学式　職② 離任式6校時　遠足予備日
12年

ク②　安③ 4時間授業　小教研 発育測定34年 避⑥　起震車体験3年 5時間授業　個人面談①
補充学習⑪　避⑧煙体験2
年

委⑤9月分　発育測定12年
神

神明フェスティバル　職⑧ 啓明小学校90周年行事 ク⑧　安⑧ 　

生活科見学1年予備日
白桜小学校研究発表会

春季休業日終 こどもの日 避④　水道キャラバン4年

二中・桃園小との交流②神
明学級

ありさよ会　保護者会6年③

みどりの日 南中野中学校運動 会 ク④　安④

保護者会12年③

憲法記念日 避③　集団下校訓練　伝統
工芸展見学4年　尿検査2
次

　 ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ準備456年6校時
安⑥

文化の日　弥生町5丁目町
会運動 会

北原小学校80周年行事

避⑤　保護者会/日光宿泊
学習説明会神明学級

避⑦　脊柱側わん検診5年
職⑨

西中野小学校研究発表会 避⑩

乗り入れ指導（中→小③）
ﾏﾗｿﾝ事前健診4年

地域清掃 元日 4時間授業　小教研

さくらまつり 委②5月分　安②　遠足予
備日34年

歯科1年,3-1,神

4時間授業　校内研②/研
究授業　体力テスト始(～
6/17金)　　耳鼻科(全)

軽井沢移動教室③56年 授業再開　給食始　休み明けテ
スト　防災教育　小中連携あいさ
つ強化週間②（～9/10土）　安⑤

都民の日
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