
９月 １０月 １１月 １２月

日付 行　　事　　内　　容 日付 行　　事　　内　　容 日付 行　　事　　内　　容 日付 行　　事　　内　　容

1  (日) 1  (火) 1  (金) 全校清掃 1  (日)

2  (月) 大掃除・始業式 2  (水) 2  (土) 2  (月) 期末考査

3  (火)
はじめの一歩講座（３・４年） 免許取得者集会
生活体験発表原稿作成（短縮４限）

3  (木) 3  (日) 【文化の日】 3  (火) 期末考査

4  (水) 生活体験発表原稿作成（短縮４限） 4  (金) 4  (月) 【振替休日】 4  (水) 期末考査

5  (木)
生活体験発表原稿作成（短縮４限）
※70周年集合写真撮影（予定）

5  (土) 5  (火) 授業公開・給食体験 5  (木) 期末考査

6  (金) 校内生活体験発表会 6  (日) 6  (水) 授業公開・給食体験 6  (金) フィットネスジムインストラクター講座

7  (土) 7  (月) 7  (木) 授業公開・給食体験 7  (土)

8  (日) 8  (火) 8  (金) 部活動ウイーク 8  (日)

9  (月) 体育祭説明会・演技制作別集会（短縮３限） 9  (水) 9  (土) 9  (月) 結団式

10  (火) 体育祭団別集会（短縮３限） 10  (木) 10  (日) 10  (火) 修学旅行（３年）

11  (水) 体育祭練習・準備（短縮３限） 11  (金)
第６2回大分県高等学校定時制通信制
生徒生活体験発表大会（日田高校）

11  (月) 部活動ウイーク 11  (水) 修学旅行（３年）

12  (木) 体育祭練習・準備（短縮３限） 12  (土) 12  (火) 部活動ウイーク 12  (木) 修学旅行（３年）

13  (金) 体育祭練習・準備（短縮３限） 13  (日) 13  (水) 自然散策＆地域清掃（ゴミ拾い） 13  (金) 修学旅行（３年）

14  (土) 14  (月) 【体育の日】 14  (木) 部活動ウイーク 14  (土)

15  (日) 15  (火) 中間考査 15  (金) 定時制70周年記念式典 15  (日)

16  (月) 【敬老の日】 16  (水) 中間考査 16  (土) 16  (月)

17  (火) 体育祭練習・準備（短縮３限） 17  (木) 中間考査 17  (日) 17  (火)

18  (水) 体育祭練習・準備（短縮３限） 18  (金) 中間考査 18  (月) 部活動ウイーク 18  (水)
生徒会役員選挙
健康教育講演会（薬物乱用防止講演会）

19  (木) 体育祭練習・準備（短縮３限） 19  (土) 19  (火) 部活動ウイーク 19  (木)

20  (金) 体育祭練習・準備（短縮３限） 20  (日) 20  (水) 第２回新体力テスト 20  (金) クラスマッチ・生徒会認証式

21  (土) 21  (月) 個人面談週間 21  (木) 21  (土)

22  (日) 22  (火) 即位の礼 22  (金) 22  (日)

23  (月) 【秋分の日】 23  (水)
情報ネットトラブル講演会
個人面談週間

23  (土) 【勤労感謝の日】 23  (月) 防災訓練・各種委員会・生徒総会

24  (火) 体育祭練習・準備（短縮３限） 24  (木) 個人面談週間 24  (日) 24  (火) 大掃除・終業式・ロッカー整理

25  (水) 体育祭全体練習・準備（短縮３限） 25  (金) 個人面談週間 25  (月) 25  (水) 冬季休業（～１／７）

26  (木) 体育祭準備・予行（終日） 26  (土) 26  (火) 26  (木)

27  (金) 体育祭 27  (日) 27  (水) 健康教育講演会（食育講演会） 27  (金)

28  (土) 28  (月) 個人面談週間 28  (木) 28  (土)

29  (日) 29  (火) 29  (金) 全校清掃 29  (日)

30  (月) 片付け・全校清掃 30  (水) 職業講話 30  (土) 30  (月)

31  (木) 31  (火)

※行事は予定です。途中で変更になることもあります。

令和元年度　 行事予定 （ ２学期 ）   　　　　　　　 日田高校定時制（生徒用）

バス遠足（１０月中の予定）


