
                                                                                                               授業日数 ２００日 

 ４月（１５） ５月（１８） ６月（２０） ７月（１５） ８月（０） ９月（２１）  １０月（２３） １１月（２０） １２月（１５） １月（１９） ２月（２０） ３月（１４） 

1 月月月月    
Lundi de Pâques 
復活祭の月曜日 
年度始休業開始 

水水水水    
Fête du travail 

メーデー 
土土土土     月月月月     木木木木    日日日日     1 火火火火    創立記念日 金金金金    

Toussaint 
聖人祭 

日日日日     水水水水    
Jour de l’an 

元 旦 土土土土     土土土土     

2 火火火火    新編入学説明会 木木木木    保護者面談予備日    日日日日    
リセ・インターナショナル 

運動会    
火火火火    授業参観·懇談会(小) 金金金金    月月月月    

二学期始業式 
一斉下校指導 2 水水水水     土土土土     月月月月     木木木木    年始休業 日日日日     日日日日    

 

 

3 水水水水    金金金金    保護者面談予備日    月月月月     水水水水        土土土土    火火火火     3 木木木木     日日日日     火火火火     金金金金    年始休業 月月月月     月月月月     

4 木木木木    土土土土        火火火火     木木木木    体験入学開始 日日日日    
 

水水水水     4 金金金金     月月月月     水水水水     土土土土    火火火火     火火火火     

5 金金金金    日日日日        水水水水        金金金金     月月月月    
 

木木木木     5 土土土土    
Fête de パリ日 
学習発表会 

火火火火     木木木木     日日日日     水水水水    体験入学説明会 水水水水     

6 土土土土    月月月月        木木木木        土土土土     火火火火    金金金金    秋の遠足(小・中) 6 日日日日    
Fête de パリ日 

パリ日本人学校まつり 
水水水水        金金金金    スキー教室説明会 月月月月    冬季休業終了 木木木木    新入生入学説明会 木木木木     

7 日日日日     火火火火    春の遠足(小) 金金金金     日日日日    英検①-2    水水水水    土土土土     

 

平 
成 
二 
十 
五 
年 
度 

 

7 月月月月    振替休業日 木木木木        土土土土     火火火火    
3 学期始業式 

書き初め会 
金金金金     金金金金     

8 月月月月     水水水水    
Victoire 1945 

第二次大戦戦勝記念日 
土土土土     月月月月     木木木木    日日日日     8 火火火火    振替休業日 金金金金     日日日日     水水水水     土土土土     土土土土     

9 火火火火    学年始休業終了 木木木木    
Ascension 

キリスト昇天祭 
日日日日    英検①-1 火火火火     金金金金    月月月月     9 水水水水     土土土土     月月月月     木木木木     日日日日     日日日日     

10 水水水水    着任式・始業式 金金金金    11月 30日振替休業日 月月月月     水水水水     土土土土    火火火火     10 木木木木     日日日日    英検②-2 火火火火     金金金金    避難訓練 月月月月     月月月月     

11 木木木木    入学式 土土土土     火火火火     木木木木     日日日日    
 

水水水水     11 金金金金    第２回進路説明会 月月月月    
Armistice 1918 

第一次大戦休戦記念日 水水水水    総まとめテスト(中3) 土土土土     火火火火    
学年末テスト 

（中 1・2） 
火火火火     

12 金金金金     日日日日     水水水水     金金金金     月月月月    
 

木木木木     12 土土土土     火火火火     木木木木     日日日日     水水水水    
学年末テスト 

（中 1・2） 
水水水水     

13 土土土土     月月月月    
修学旅行(中３) 

体験学習(中１,２) 
 木木木木     土土土土     火火火火    金金金金    遠足予備日(小) 13 日日日日    英検②-1 水水水水     金金金金     月月月月     木木木木     木木木木     

14 日日日日     火火火火    
体験学習 

(小５,６) 
  金金金金     日日日日    

Fête Nationale 
革命記念日 

水水水水    土土土土     14 月月月月     木木木木     土土土土     火火火火    スキー教室(中)  金金金金     金金金金    卒業証書授与式 

15 月月月月    一斉下校指導 水水水水       土土土土    運動会 月月月月     木木木木    
Assomption 

聖母(マリア)昇天祭 
日日日日     15 火火火火     金金金金     日日日日     水水水水            土土土土        土土土土     

16 火火火火    授業参観·懇談会(中) 木木木木                日日日日        火火火火        金金金金    月月月月     16 水水水水    中間テスト(中) 土土土土     月月月月     木木木木            日日日日        日日日日     

17 水水水水    避難訓練 金金金金     月月月月    振替休業日 水水水水    体験入学終了 土土土土    火火火火     17 木木木木     日日日日     火火火火     金金金金            月月月月    体験入学開始(予定）    月月月月     

18 木木木木    授業参観·懇談会(小) 土土土土     火火火火     木木木木     日日日日     水水水水     18 金金金金     月月月月     水水水水     土土土土            火火火火        火火火火     

19 金金金金     日日日日    
Pentecôte 
聖霊降臨祭 水水水水    体験入学説明会 金金金金    一学期終業式 月月月月     木木木木     19 土土土土     火火火火    期末テスト(中) 木木木木     日日日日        水水水水    小学部作文発表会    水水水水        

20 土土土土     月月月月    
Lundi de Pentecôte 
聖霊降臨祭の月曜日 木木木木     土土土土     火火火火    金金金金     20 日日日日     水水水水    期末テスト(中) 金金金金    二学期終業式 月月月月    

中学部 1・2 年 

振替休業日 
木木木木    授業参観・懇談会（中）木木木木    終了式・離任式 

21 日日日日     火火火火        金金金金    高校説明会    日日日日    夏季休業開始    水水水水        土土土土     21    月月月月    保護者面談(小・中) 木木木木        土土土土        火火火火        金金金金        金金金金    年度末休業開始 

22 月月月月    体験学習説明会(小) 水水水水     土土土土     月月月月     木木木木    日日日日     22 火火火火    保護者面談(小・中) 金金金金     日日日日     水水水水     土土土土     土土土土    

23 火火火火    
体験学習説明会(中) 
第１回進路説明会 木木木木     日日日日     火火火火    金金金金    月月月月     

  
 
 
 

学

校

行

事

予

定

表 

 

23 水水水水    保護者面談(小・中) 土土土土     月月月月    天皇誕生日 木木木木     日日日日    英検③-2 日日日日     

24 水水水水    保護者面談(小・中) 金金金金     月月月月     水水水水    土土土土    火火火火     24 木木木木    保護者面談(小・中) 日日日日     火火火火    冬季休業開始 金金金金     月月月月     月月月月     

25 木木木木    保護者面談(小・中) 土土土土     火火火火    期末テスト(中) 木木木木    日日日日     水水水水     25 金金金金    保護者面談(小・中) 月月月月     水水水水    
Noël 

クリスマス 
土土土土     火火火火     火火火火    

26 金金金金    保護者面談(小・中) 日日日日    
エベイユ学園 

運動会 
水水水水    期末テスト(中) 金金金金    月月月月     木木木木     26 土土土土     火火火火     木木木木    日日日日    英検③-1 水水水水     水水水水    

27 土土土土     月月月月    
 

木木木木     土土土土    火火火火    金金金金     27 日日日日    
夏時間終了 

午前3時を午前2時に 水水水水     金金金金    月月月月     木木木木    授業参観・懇談会（小）木木木木    

28 日日日日     火火火火    
 

金金金金     日日日日     水水水水    土土土土     28 月月月月    保護者面談予備日    木木木木     土土土土    火火火火     金金金金    体験入学終了(予定) 金金金金    

29 月月月月    保護者面談(小・中) 水水水水     土土土土     月月月月     木木木木    編入学説明会 日日日日     29 火火火火    保護者面談予備日    金金金金     日日日日    年末休業 水水水水          土土土土    

30 火火火火    保護者面談(小・中) 木木木木     日日日日     火火火火    金金金金    
 

月月月月     30 水水水水     土土土土    
土曜参観・懇談会 

(小・中) 
月月月月    年末休業 木木木木         

 
日日日日    

夏時間開始 

午前2時を午前3時に

31  
 

金金金金      
 

水水水水    土土土土    夏季休業終了  
 

 

パ 
リ 
日 
本 
人 
学 
校 

    

31 木木木木      
 

火火火火    年末休業 金金金金    就学児一日体験入学  
 

月月月月     

 


