
 

令和４年３月１１日 

令和４年度 学校行事年間予定表 

                                               大阪府立光陽支援学校 

月 全体行事<本校> 保健関係行事 
肢体不自由 

病弱部･分教室 
小学部 中学部 高等部 

４ 

入学式・始業式１２：１５下校 〔８〕 

短縮授業１１：１５下校 〔１１～１３〕 

家庭訪問・個人懇談１３：２５下校 

〔１９～２２〕 

新入生を迎える会 

オリエンテーション 

検尿一次 〔１１・１２〕 

内科検診 〔１２（小）・１９（中・高）・ 

２６ （欠席者）〕 

身体測定 

〔１８（小）・１５（中）・１４（高）〕 

結核検診 〔１８〕 

耳鼻科検診 〔２１ （小）〕 

歯科検診 〔２７ （小４～６・高３）〕 

眼科検診 〔２８ （小）〕 

視力・聴力検査 

 

短縮授業１１：１５下校 

〔１４～１５〕 

 

短縮授業１１：１５下校 

〔１４〕 

オリエンテーション〔１３〕 

 すくすくテスト 

〔１８ （小５・６）〕 

全国学力テスト  

〔１９ （小６・中３）〕 

 

５ 

進路説明会 〔１１〕 

防犯訓練 〔１６〕 

創立記念日 〔２３〕 

運動会予行 〔２５〕 

予行・練習予備日 〔２６〕 

練習予備日 〔２７〕 

運動会 〔２８〕 代休 〔３０〕 

教育実習 

 

整形外科検診 〔９ （中１）〕 

健康相談 〔１０〕 

歯科検診 〔１１（小１～３）・３１（中）〕 

耳鼻科検診 〔１２ （中）〕 

眼科検診 〔１３ （高）〕 

検尿二次 〔２・１６〕 

内科検診 〔３１ （高２）〕 

心臓検診 〔１３〕 

  進路福祉懇談会 

 〔３１ （高３）〕 

運動会 〔２８ （総合）〕 

土曜授業 〔２８ （公大）〕 

６ 

運動会予備日 〔２〕 

全校集会 〔３〕 

学校見学会 〔６〕 

日曜参観 〔１２〕 代休 〔１３〕 

同窓会 〔１２〕 

プール開き 

学校運営協議会 

読書週間 〔２７～７/８〕 

 

耳鼻科検診 〔３ （高）〕 

歯科検診 〔７ （高１・２）〕 

内科検診 

〔７ （中２・高２）・１４ （小５・中２）〕 

眼科検診 〔１０ （中）〕 

健康相談 〔１４〕 

整形外科検診 〔１５ （小１）〕 

遠足 〔１ （小３・４）〕 

 

校外学習 〔９ （中３）〕 

宿泊学習  

〔２２・２３ （中２）〕 

 

進路福祉懇談会 

〔７ （高３）〕 

校外学習 〔８ （高３）〕 

宿泊学習 

〔１６・１７ （高２）〕 

期末テスト 

日曜参観 〔１２〕 

７ 

終業式 １１：１５下校 〔２０〕 

ICT機器体験会 

夏休み１日体験 

 

内科検診 〔５ （小５）〕 

整形外科検診 〔６ （小１）〕 

健康相談 〔５・１２〕 

宿泊学習  

〔１４・１５ （小５）〕 

個人懇談 （小１〕 

   

８ 

学校休業日 〔１３～１５〕 

夏季登校日１１：１５下校 〔２９～３１〕 

夏休み１日体験 

 

     



９ 

始業式 １１：１５下校 〔１〕 

短縮授業 １３：２５下校 〔２～６〕 

火災避難訓練 〔１３〕 

介護等の体験 

内科検診 

 〔６（高３）・１３（中３・小６・高３）〕 

整形外科検診 〔７ （中１）〕 

身体測定 〔５ （中）〕 

身体測定 〔８ （小）〕 

身体測定 〔９ （高）〕 

遠足 〔２１ （小５・６）〕 校外学習 〔１４ （中２）〕 

 

校外学習 

〔１５ （高２）・２２（高１）〕 

修学旅行 

〔２８～３０（高３）〕 

 

中学生チャレンジテスト 

〔６ （中３）〕 

遠足 〔２８ （総合）〕 

 

10 
学校見学会 〔４〕 

中間評価懇談会 

 

内科検診 〔４ （小６・中３）〕 

整形外科検診 〔１９ （中１）〕 

健康相談 〔１８〕 

遠足 〔５ （小１・２）〕 

修学旅行 

〔２０・２１ （小６）〕 

校外学習 〔６ （中１）〕 

修学旅行 

〔１３・１４ （中３）〕 

  

11 

学習発表会児童生徒鑑賞会〔９・１０〕

保護者鑑賞会 〔１３〕 

代休 〔１４〕 

芸術鑑賞会 

教育実習 

健康相談 〔１・２２〕 

整形外科検診 〔１７ （高１）〕 

  期末テスト 

 

学習発表会 

〔１３ （総合）〕 

日曜参観 〔１３ （公大）〕 

ロボットプログラミング選手権 

12 

全校集会 〔１〕 

読書週間 〔５～１６〕 

学校運営協議会 

授業参観 

介護等の体験 

終業式 １１：１５下校 〔２３〕 

健康相談 〔６・１３〕 

整形外科検診 〔１４ （高１）〕 

眼科検診 〔７ （欠席者）〕 

お楽しみ会 お楽しみ会 お楽しみ会  

１ 

始業式 １１：１５下校 〔１０〕 

地震津波避難訓練 〔１７〕 

通学バス試走 

身体測定 

 〔１２（小）・１３（中）・１６（高）〕  

健康相談 〔１７〕 

整形外科検診 〔１８ （小４）〕 

新春の集い 

 

新春おたのしみ会  チャレンジテスト  

〔１１（中１・２）〕 

２ 

読書週間 〔６～１７〕 

作品展 

授業参観 

学校運営協議会  

全校集会 

学年末懇談（卒業生） 

健康相談 〔１４〕 

整形外科検診 〔１５ （欠席者）〕 

卒業記念活動 

卒業生を送る会 

卒業記念活動 

自立活動発表会 

卒業生を送る会 

卒業記念活動 

卒業生を送る会 

学年末テスト 

 

３ 

学年末懇談（在校生） 
卒業証書授与式 １２：１５下校 〔８〕 

入学検査・説明会 〔１３〕 

入学予定者発表・説明会 〔１５〕 

修了式 １１：１５下校 〔２４〕 

健康相談 〔７〕 

 

  

 

現場実習報告会  

備

考 

PTA実行委員会 

芸術鑑賞会ワークショップ 

 

<肢>自立活動相談 

<肢小>体重測定（毎月） 

 

学校間交流 

 

学校間交流 

 

学校間交流 

前期現場実習  

生活･卒後相談 

大学見学（高２） 

後期現場実習 

大阪市ｷｬﾘｱ教育支援セ

ンター実習 

 

 


