
令和元年度 10 月下校時刻予定表 滝呂小学校　　
　

行          事
職員
交通
指導

朝活 1 2 3 4 5 6 ※特別 15:10 16:00

1 火
にこにこ相談週間（～10/11）
委員会（前半：係会振り返り）

読書 火1 火2 火3 火4 火5 委員会
１年地区別
下校１４:２０頃

２～４年 ５、６年

2 水
スキルアップ
通学班長会（昼）

読書 水1 水2 水3 水4 水5 全校

3 木
生活科見学１年（東山動物園）
清掃班長会（昼）

読書 木1 木2 木3 木4 木5 木6 １、２年 ３～６年

4 金
歯科衛生巡回指導３年②③（２ク
ラスずつ）

読書 金1 金2 金3 金4 金5 金6 １、２年 ３～６年

5 土

6 日

7 月
朝読書（前期振り返り）
起震車体験４・６年理科（終日）

読書 月1 月2 月3 月4 月5 月6 １～３年 ４～６年

8 火
クラブ
歯科衛生巡回指導１年②・５年③

読書 火1 火2 火3 火4 火5 クラブ
１年地区別
下校１４:２０頃

２、３年 ４～６年

9 水
いい命の日・いじめゼロの日
Ｌ昼休み・滝っ子遊びの日
水曜６時間授業⑤５・６年

集会 水1 水2 水3 水4 水5 水6 １～４年 ５、６年

10 木
生活科見学２年（名古屋港水族
館）

読書 木1 木2 木3 木4 木5 木6 １、２年 ３～６年

11 金 前期終業式 学年 行 金1 金2 金3 金4
全校

班下校

12 土

13 日 （38区区民運動会）

14 月 体育の日

15 火 後期始業式 PＴＡ登校指導　登校指導・校門指導
挨拶で絆の日　 トイレ掃除説明会（昼） 1年 学年 行 火2 火3 火4 火5 月6

１年地区別
下校１４:２０頃

２年 ３～６年

16 水
掃除場所変更
西友見学（１）３年（２クラス）

任命式 水1 水2 水3 水4 水5 全校

17 木
社会科見学４年（木曽三川公園）
スキルアップ

学年 木1 木2 木3 木4 木5 木6 １、２年 ３～６年

18 金 検尿①　委員会 学年 月1 月2 月3 月4 月5 委員会 １～４年 ５、６年

19 土
ひびきあい授業参観
親育ち講演会

なし 道 月2 月3 班下校１１：３５

20 日 滝呂神明神社祭礼

21 月 振替休業日

22 火 即位礼正殿の儀が行われる日

23 水 スキルアップ　PＴＡ下校指導　にこにこの日
音楽祭プレ発表５・６年（朝集会） 集会 水1 水2 水3 水4 水5 全校

24 木
小学校音楽祭５・６年午前（9:15
バロ文）

学年 月1 月2 月3 月4 月5 月6 １～４年 ５、６年

25 金
福祉体験学習(１)(高齢者疑似)６
年

学年 金1 金2 金3 金4 金5 金6 １、２年 ３～６年

26 土

27 日

28 月 読み聞かせ３年 読書 月1 月2 月3 月4 月5 月6 １～３年 ４～６年

29 火
委員会　音楽会会場づくり（昼）
セイユー見学（２）３年（２クラス）

学年 火1 火2 火3 火4 火5 委員会
１年地区別
下校１４:２０頃

２～４年 ５、６年

30 水
滝っ子音楽会②③　検尿②
スキルアップ　H-QU５・６年

学年 水1 水2 水3 水4 水5 全校

31 木 学年 木1 木2 木3 木4 木5 木6 １～４年 ５、６年

日 曜

時  間  割 下校時刻

備考

１年生が生活科見学に行きます。帰校予定時刻は１５：００です。

帰校時刻は前後するかもしれません。

２年生が生活科見学に行きます。

帰校予定時刻は１５：００です。

帰校時刻は前後するかもしれません。

４年生が社会科見学に行きます。

帰校予定時刻は１５：４５です。

帰校時刻は前後するかもしれません。

「民生委員さんのお礼の会」があります。

民生委員さんと一緒に下校します。下校

が少し遅れるかも知れません。


