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4

□地区生徒会（10）
□交通教室(18)□１・２年
県学力確認問題、３年全
国学力学習調査(17)

■学校運営協議会(19)
□家庭訪問（23~27）
□PTA総会(28土)

□地区児童会(11)
□県学力確認問題、全国
学力学習状況調査(17)

■学校運営協議会(20)
□家庭訪問(19~25)
□PTA総会(27)
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□地区児童会(11)□3~5
年県学力確認問題、6年
全国学力学習状況調査
(17)

□通学路点検(10)
□家庭訪問(23~27)
■学校運営協議会①(27)

□交通安全指導
□各サークル活動開始
□各団体役員会・総会 4
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□１年大平山登山(10)
□２年職場体験(10~11)
□３年修学旅行(10~12)
□中間テスト(28~29)

◇防府まるごと学校のつ
どい(7)

□大運動会/土曜授業(26
土)

□見守り隊との対面式(9)
□牟礼中職場体験(10)
◇防府まるごと学校のつ
どい(7)■学運協③(26)

5
□3年社会見学(8)□6年修学
旅行(17~18)□5年宿泊学習
(22~23)□4年社会見学(25)□
水害対応避難訓練(29)

□見守り隊連絡協議会、
一斉下校(９)

□放課後子ども教室運営
協議会(9)□地区体育祭
(13)□国府中学運協(24)
□ネット協議会（）

□各講座・教室開講式
5
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□生徒総会（1３）
□高齢者教室(14)
□小学校中1訪問（20）
□期末テスト(25~27)

◆ミラタク全体会①（4）□研
究授業（13）■学運協・ふれ
あい綱引き参観日・防犯・引
渡訓練　(16土)

□避難訓練(12)□5年田
植え(11)□土曜授業(16
土) □6年ふるさと探訪
(18･21)

◆ミラタク全体会①（4）
□研究授業20）
■学運協④16)
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□土曜授業･育友会総会
(2）□3年自転車教室(13)
□学校保健安全委員会
(28)

□地区懇談会(2)◆ミラタ
ク全体会①（4）■学運協
②(4)◇まるごと学校のつ
どい(7)

□牟礼ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会(17)
□放課後子ども教室開校式
（6）
□グランドゴルフ大会(10)

□牟礼さつき展(9)
◆ミラタク全体会①（4）
□公民館運営審議会(28
)
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7 □保護者会(17~19)
□1年職業講話()

◇小中連携協議会①(2)
■学運協・学校保健安全委
員会(12)□社会を明るくする
運動スピーチコンテスト(28)

□6年救命救急講習会・
引渡し訓練・5年防災学習
(13) □個人懇談(17~19)
□地区児童会(20)

◇きれいなまち・土曜学
習②(1)
◇小中連携協議会①(2)
□地区懇談会(20)
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□保護者会(17~19)
□ 土曜授業・地区児童会
(7土)
□学力アップ講座(23~25)

■学運協③熟議(31)

□牟礼ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会(1)
□国府中学運協(5)
□ｷｯｸﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ大会(23)
□ソフトバレー卓球大会(29)

〇市民一斉清掃( )
□鬼面づくり（8） 7

8 □3年習熟度テスト(30)

◇小中連携協議会②(2)
□生徒会地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
（4）■学運協（22）

◇小中連携協議会②(2)
■学運協･親子作業日
(19)■学運協⑦(21)

8 □環境整備作業(25) □ふれあい夏祭り(18) 8
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□１･２年課題テスト(12)
□1年校外学習(花博)(20)
□薬物乱用防止教室(25)

■学運協・体育祭(9日)
□社会見学5年(13)3年
(20)4年(21)1年(28)6年修
学旅行(28~29)

■学運協⑧(11)⑨(22)
■地域探訪クリーン大作
戦(22土)
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□夏休み作品展（4~5）□
土曜授業・秋季大運動会
(15)□6年校外学習（花
博）(20)

□国府中運動会(9)
□国府中学運協(27) 9

10
□中間テスト(18~19)
□１・２年学力定着状況
確認問題(24)

◆ミラタク②推進委(　)
■学運協・文化祭合唱コ
ンクール(27日)

□5年宿泊学習(5~6)□土曜
学習(21土)□避難訓練(11)
□学力定着状況確認問題
(24)

◆ミラタク②推進委(　)
□地震火災避難訓練(11)
□参観授業･友愛セー
ル・学運協⑩(27土）
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□不審者訓練(2)□6年救急
救命講習(18)□陸上競技大
会(19？)□土曜授業20)□学
力定着状況確認問題(24)

◆ミラタク②推進委(　)
■学運協④校内研修(10)
□見守り隊連絡協議会
(17)

□牟礼軟式野球大会(14)
□国府中文化祭(28)

□牟礼地区文化講演会
(11)
□牟礼地区文化祭(21)
◆ミラタク②推進委(　)
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□市小中連合音楽祭(9)
□期末テスト(26~28)
□３年進路保護者会
(29~4)

■学運協・ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会
参観日(10土)

□3・6年農業文化体験活
動(9)
□土曜授業(17土)

■学運協⑪会活動(17土)
11

□5年社会見学(14)□土
曜授業・5年防災学習・ど
きどきワンダー(17土)□
火災震災避難訓練(20)

□国府中学運協(21) 〇旧山陽道を歩く会 11

12 □１･２保護者会(18~20)

□地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ(2)◇小
中連携協議会③(14)

□持久走大会・土曜授業
(1)
□個人懇談会(18~20)
□地区児童会(21)

◇小中連携協議会③(14) 12
□土曜授業⑤持久走大
会(１)□保護者会(18~20)

■学運協⑤(19)
〇牟礼地区一斉清掃( )
□公民館運営審議会（） 12

1
□3年習熟度テスト(7)
□１･２年課題テスト(9)
□補充学習（12土）

◇ミラタク打合せ（　）■学
運協(12)

□餅つき(3･5年)昔の道具体験
()11□6年薬物ダメゼッタイ教室
(17)□土曜授業(19土)□6年租
税教室(24)□1年昔遊び(25)

◇ミラタク打合せ（　）
◆学運協⑬・ミラタク③（
） 1 □書き初め展（16）

◇ミラタク打合せ（　）
◆学運協・ミラタク③（　） □国府ネット協議会(　)

◇ミラタク打合せ（　）
◆ミラタク③全体会（　） 1

2
□２年立志式（4）
□１･２年学年末(25~27)、
３年習熟度テスト(25･26)

◇まるごと学校のつどい
(1)□牟礼小進学説明会
(1)□出前授業(3)■学運
協(14)

□4年豆まき集会(1)
□参観日・学校保健委員
会(7)
□元気な子週間()

◇まるごと学校のつどい
(1)□地震津波避難訓練
(14)□学校評価委(14)□6
年生を送る会(22)
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□新入学児仮入学（7）
□土曜授業（16土）

◇まるごと学校のつどい(1)
□見守り隊連絡協議会一斉
下校(13)□学校保健安全委
員会(21)■学運協⑥(28)

□放課後子ども教室閉講
式(13)
□ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ大会(11)
□国府中学運協(14)

□各講座・教室閉講式
□講座・サークル合同発
表会   (23~24)
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3 □卒業証書授与式(9)
◇小中連携協議会④(14)
□離任式（29）

□地区児童会(6)
□卒業証書授与式(20)

■学運協⑮(7)◇小中連
携協議会④(14)
□お別れ式(29)
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□土曜授業:６年生を送る
会(2土)
□地区児童会(7)
□卒業証書授与式(19)

■学運協⑦(20)
□お別れ式(１８)

□ﾎﾟｰﾄﾎﾞｰﾙ･ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ
大会(4)
□国府中卒業式(9)
□国府中学運協(14)

□シルバー教室閉講式
(14)
□公民館運営審議会()
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通年 通年 通年

読み語りボランティア  ・1，2年図書授業（第３月曜１
～４）・朝読書（毎週水曜日）・昼のお話会（毎週木曜
昼休み）
・放課後子ども教室・土曜寺子屋

読み聞かせボランティア　・全学年毎週月曜（保護者
等）
学習ボランティア　・４，５年算数（退職校長教員）・３
年習字（毛筆）（婦連協）・５年運針・ミシン（婦連協）

牟礼子ども元気塾(毎月)
牟礼民生委員児童委員協議会定例会(毎月)
公民館だより発行

平成３０年度 牟礼ミラタクネット年間活動計画　「あいさつと学びで笑顔あふれ、地域を愛する子どもづくり 」

牟礼中学校 牟礼小学校 牟礼南小学校 牟礼地域各団体


