平 成 29 年 度

主 な 学 校 行 事 予 定

※行事予定は変更になることがあります。予定や毎月の行事予定でご確認ください。
【 １
学
期 】

４

月

５

10日 （月） 新任式、始業式（下校11:45）
11日 （火） 入学式（下校11:45）
入舎歓迎会(舎)
医療的ケア保護者説明会
（新転入生）11:50～
12日 （水） 午前中授業（下校11:45）
13日 （木） 午前中授業（下校11:45）
医療的ケア保護者説明会
（全体）11:00～
舎友会(舎)
14日 （金） 給食開始（小１以外）
全校集会②（任命式）
17日 （月） 運動会特別時間割開始
体重測定（幼小）
18日 （火） 平成29年度全国学力・学習
状況調査（小６、中３）
体重測定（高）
誕生会（舎）
19日 （水） 眼科検診（10:00～12:00）
20日 （木） 運動会結団式②
各種委員会 体重測定（中）
21日 （金） 給食開始（小1）
新入生歓迎会(中）②③
代表委員会(全学部)
合同就職説明会（高２・３年生）
みなら特支
24日 （月） 第1回ＰＴＡ役員会
内科検診 13:15～13:30
25日 （火） 幼・小学部集会②③
26日 （水） 第１回防災・安全学習②
27日 （木） 心電図検査
（小1、中1、高1 9:00～11：30）
月末大掃除（舎）
29日 （土） 祝日 昭和の日

【

２

学

９

期

３

学

１

1日 （月） 内科検診 13:15～13:30
2日 （火） 尿検査
3日 （水） 参観日 金曜授業 PTA総会
給食試食会（下校13:45)
保護者懇談会（舎）
4日 （木） 祝日 みどりの日
5日 （金） 祝日 こどもの日
8日 （月） 尿検査予備日
9日 （火） 結核検診（高1 13：30～）
10日 （水） 舎友会（舎）
11日 (木） 中・高等部運動会総練習（午前）
12日 （金） 幼・小学部運動会総練習（午前）
15日 （月） 繰り替え休業日
16日 （火） 誕生会（舎）
19日 （金） 介護等体験（～20日）
20日 （土） 中・高等部運動会
21日 （日） 幼・小学部運動会
22日 （月） 繰り替え休業日
23日 （火） 内科検診 10:00～10:15
24日 （水） 各種委員会
25日 （木） 障がい者スポーツ大会壮行会
(13:20～)
26日 （金） 代表委員会（全学部）
尿検査予備日
人権・同和教育映写会③
高等部現場実習事前指導⑤⑥
27日 （土） 全国障がい者スポーツ大会
リハーサル大会
リハーサル
28日 （日） 愛媛県障がい者スポーツ大会
29日 （月） 繰り替え休業日
30日 （火） 歯科検診（9:30～12:00）
31日 （水） 交通安全教室②
月末大掃除（舎）

１０

期

愛媛県立しげのぶ特別支援学校

６

月

1日 （木） 第１回児童生徒総会③
2日 （金） 選書会
プール清掃（放課後）
5日 （月） 高等部現場実習
BCコース （～9日）
Dコース （～16日）
内科検診 13:15～13:30
6日 （火） 内科検診 10:00～10:15
7日 （水） 舎友会（舎）
8日 （木） 歯科検診（9:30～12:00）
9日 （金） 幼・小校外学習1班（D・E）
12日 （月） プール学習開始
内科検診 13:15～13:30
13日 （火） 歯科検診（9:30～12:00）
15日 （木） 第１回幼児体験学習
介護等体験（～16日）
19日 （月） 学校公開（～21日）
中・高等部部活動開始
20日 （火） 誕生会（舎）
21日 （水） 障がい者スポーツ大会表彰式
(13:20～)
22日 （木） 各種委員会
介護等体験（～23日）
23日 （金） 第2回防災・安全学習②
代表委員会（全学部）
26日 （月） 高期末テスト（～29日）
27日 （火） 中期末テスト（～29日）
29日 （木） 月末大掃除（舎）
地域交流（上林小・拝志小）
おはなし会
愛媛県高等学校ＰＴＡ連合会定期総会

７

月

6日 （木） 七夕まつり（舎）
7日 （金） 高３求職受理相談⑤⑥
寮祭（午後・体育館）（舎）
11日 （火） 幼・小学部集会②③
誕生会（舎）
12日 （水） 舎友会（舎）
13日 （木） 各種委員会
14日 （金） 代表委員会（全学部）
寮祭予備日（午後・体育館）（舎）

17日 （月） 祝日 海の日
19日 （水） 大掃除③
月末大掃除（舎）
20日 （木） 終業式① 学活HR活動②
(下校10:45)
21日 （金） プール開放
(21～28日 22・23日除く)
27日 （木） 幼児児童生徒活動日（プール）
28日 （金） 幼児児童生徒活動日（プール）

夏季休業日は、8/31までです。

おやじの会活動
地域交流(双海中・重信中）
第７回愛顔のえひめ特別支援学校技能検
定（県・地区検定）

】

月

1日 （木） 始業式① 学活HR活動②
（下校11：45）
6日 （水） 舎友会（舎）
7日 （木） 全校集会（任命式 13:30～）
8日 （金） 第３回防災・安全学習②
11日 （月） 参観日①②③
12日 （火） 誕生会（舎）
14日 （木） 各種委員会
15日 （金） 代表委員会（中・高）
18日 （月） 祝日 敬老の日
19日 （火） 月曜授業
22日 （金） 代表委員会（小）
23日 （土） 祝日 秋分の日
26日 （火） 幼少校外学習2班（月・A）
27日 （水） 幼少校外学習3班（幼・B・C）
28日 （木） 月末大掃除（舎）
30日 （土） 愛媛つなぐえひめ国体開会式
（10/10まで）

【

月

(H29年４月)

2日
9日
10日
11日

（月）
（月）
（火）
（水）

12日 （木）
17日 （火）
18日 （水）
19日
21日
23日
24日
26日
27日
28日
30日
31日

（木）
（土）
（月）
（火）
（木）
（金）
（土）
（月）
（火）

月

教育実習（～17日）
祝日 体育の日
（月曜授業）
地域交流（双海中）
舎友会（舎）
修学旅行（小 香川 ～13日）
誕生会（舎）
修学旅行（中 大阪 ～20日）
修学旅行（高 東京 ～20日）
介護等体験（～20日）
障スポ総合リハ
修学旅行（松山班 ～24日）
第２回幼児体験学習
各種委員会
代表委員会（全学部）
（障スポ開会式）
（障スポ閉会式）
月末大掃除（舎）

１１

月

3日 （金） 祝日 文化の日
8日 （水） 文化祭準備（放課後 ～10日）
舎友会（舎）
10日 （金） 介護等体験（～11日）
11日 （土） 文化祭
13日 （月） 繰り替え休業日
14日 （火） 誕生会（舎）
15日 （水） 月曜授業
16日 （木） 高宿泊学習（～17日）
介護等体験（～17日）
20日 （月） 高等部授業参観及び説明会
(中保護者)③④
学習発表会準備
小学部学習発表会練習
22日 （水） 各種委員会
23日 （木） 祝日 勤労感謝の日
24日 （金） 代表委員会（全学部）
27日 （月） 高期末テスト（～30日）
28日 （火） 小学部学習発表会予行
中期末テスト（～30日）
30日 （木） 月末大掃除（舎）

】

月

8日 （月） 祝日 成人の日
9日 （火） 始業式① 学活HR活動②
授業③（月曜授業）
（下校11：45）
新児童生徒会役員任命式
11日 （木） 舎友会（舎）
15日 （月） 全校集会（任命式 13：30～）
18日 （木） 各種委員会
19日 （金） 代表委員会（中・高）
22日 （月） 高３卒業テスト（～24日）
23日 （火） 誕生会（舎）
26日 （金） 代表委員会（小）
31日 （水） 月末大掃除（舎）

地域交流（中） おはなし会

２
１日
2日
6日
7日
11日
12日
13日

（木）
（金）
（火）
（水）
（日）
（月）
（火）

月

節分の行事（舎）
参観日①②③ 少年式⑤
第２回児童生徒総会③
舎友会（舎）
祝日 建国記念の日
祝日 建国記念の日振替休日
第２回ＰＴＡ役員会
高学年末テスト（～16日）
月曜授業 誕生会（舎）

３

月

1日 （木） 卒業証書授与式（高）（下校12:00）
6日 （火） 卒業生を送る会（幼・小）②③
ひなまつり会食（舎）
7日 （水） 卒業生を送る会（中）
13日 （火） 各種委員会
14日 （水） 代表委員会（全学部）
舎友会（舎）
16日 （金） 大掃除③午前中授業
(下校13:45)
14日 （水） 障がい者就業・生活支援センター 19日 （月） 幼小中卒業式(下校11：50）
予備登録（高3⑤⑥）
月末大掃除（舎）
19日 （月） 幼・小中学部入学転入学者説明会 20日 （火） 終業式①学活HR活動②
20日 （火） 中学年末テスト（～22日）
(下校10:45)
22日 （木） 各種委員会
21日 （水） 祝日 春分の日
月末大掃除（舎）
29日 （木） 離任式
23日 （金） 代表委員会（全学部）
27日 （火） 卒業生を送る会（舎）
高等部入学者選抜学力検査
高等部合格者招集日
28日 （水） 大掃除⑤

１２

月

2日
4日
5日
7日
8日
12日
13日
14日
15日
18日
19日

（土） 幼・小学部学習発表会
（月） 繰り替え休業日
（火） 誕生会（舎）
（木） 生徒会長選挙③
（金） 楽しい幼・小学部集会３①②③
（火） 高等部球技大会⑤⑥
（水） 舎友会（舎）
（木） 各種委員会
（金） 代表委員会（全学部）
（月） お楽しみ会（舎）
（火） 大掃除③
月末大掃除（舎）
20日 （水） 終業式①学活HR活動②
（下校10:45)
23日 （土） 祝日 天皇誕生日

冬期休業日は、１/７までです。

