
中小 研修日

丸小 避難訓練(地震) 研修日 クラブ

Ｎ中 生徒会役員選挙告示

標津高校体験入学

中小 東武見学(3年)　食育(5年) 避難訓練・引渡し訓練 校務運営委員会 避難訓練(地震)　PTA役員会

食育(2年)

丸小 職員会議 クラブ 研修日 NHK音楽コンクール北海道ブロック

Ｎ中 到達度確認テスト 到達度確認テスト ＡＬＴ来校 ＡＬＴ来校

中小 委員会 マラソン記録会　職員会議 参観日(3-1,5-1)

丸小 分散運動会① 分散運動会②　給食費集金日分散運動会③ (分散運動会予備日)

Ｎ中 避難訓練 校内授業研究 学力テスト総合Ａ(3年) １日防災教室 生徒会役員選挙立会演説会 管内バスケット大会

到達度自己評価

中小 参観日(3-2,5-2) 参観日(4-1,6-1) 参観日(4-2,6-2)

丸小 (分散運動会予備日) 校外学習(4年) 後期児童会役員選挙　研修日

Ｎ中 根室管内吹奏楽祭　野球部全道大会 ＳＣ来校 数学検定　管内テニス大会

中小 全日本合唱コンクール支部大会 参観日(1-2,2-1) 参観日(1-2,2-2) 研修日　ダンス教室(6年) 人権教室(3,5年)　クラブ 開校記念日

後期児童会役員選挙 前期終業式

丸小 ダンス教室(6年) クラブ 前期終業式　研修日

Ｎ中 ＳＣ来校 委員会活動日 前期終業式
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ＣＳカレンダー【中標津学園】９月行事予定
日 月 火 水 木 金 土
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東小 後期児童会役員選挙 ALT

広陵 1,3年個人面談① 1,3年個人面談② 1,3年個人面談③

東小 朝の読み聞かせ 絆まつり(3年) 絆まつり(1年) 絆まつり(2年) 委員会

書写サポート(3年) 書写サポート(3年) 書写サポート(3年)

広陵 1,3年個人面談④ 1,3年個人面談⑤ 1,3年個人面談⑥ 1,3年個人面談⑦

東小 朝の読み聞かせ 絆まつり(5年) 絆まつり(6年) クラブ 避難訓練　高学年総会

絆まつり(4年) 図書館見学 図書館見学(1年)

広陵 NHK音楽コンクール北海道ブロック 3年生個人面談 学年・分掌部会 学力テスト総合Ａ(3年) 避難訓練(火災) 生徒会選挙

校務運営委員会

東小 ALT 前期終業式

広陵 職員会議

東小 後期始業式 ALT　ダンス教室(6年) まるごと給食授業

サーモン科学館見学

広陵 中間テスト
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ＣＳカレンダー【旭ヶ丘学園】９月行事予定
日 月 火 水 木 金 土



計学 前期期末テスト① 前期期末テスト② クラブ

全校集会　 6年認知サポーター講座

計幼 避難訓練(シェイクアウト) なかよし会 　 PTA役員会

農高 校外清掃(3年)　考査1週間前

計学 避難訓練 委員会 全校集会　職員会議 クラブ サーモン科学館(2年)

森林学習(1年) PTA役員会

計幼 職員会議 読み聞かせ

農高 前期考査①) 前期考査② 前期考査③

計学 地域清掃活動 食育加工体験(9年)　委員会学力テスト総合Ａ(3年) 児童生徒会選挙 校内マラソン試走 マラソンコース除草作業(CS)

乳加工体験(6年) 研修日(授業研) 運動会特別時間割

計幼 運動会総練習　お弁当の日 運動会

農高 三者面談(2年～30日) 食育「肉加工体験」 就職試験解禁日

前期考査④

計学 全校集会　分掌・学年部会

乳加工体験(6年)

計幼 振替休業日

農高 チーズセミナー　職員会議 食育「乳加工体験」 農ク講習会

プロジェクト中間発表会

計学 運動会総練習　食育(1～4年)

計幼 お誕生会

農高 前期終業式　大掃除 期間休業① 期間休業② 期間休業③ 期間休業④
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ＣＳカレンダー【計根別学園】９月行事予定
日 月 火 水 木 金 土









マラソンコース除草作業(CS)


