
４月 ５月 ６月 ７月

日付 日付 日付 日付

1   (火) 1   (木) 1   (日) 1   (火)

2   (水) 2   (金) 2   (月) 2   (水)

3   (木) 3   (土) 3   (火) 3   (木)

4   (金) 4   (日) 4   (水) 4   (金)

5   (土) 5   (月) 5   (木) 5   (土)

6   (日) 6   (火) 6   (金) 6   (日)

7   (月) 7   (水) 7   (土) 7   (月)

8   (火) 8   (木) 8   (日) 8   (火)

9   (水) 9   (金) 9   (月) 9   (水)

10   (木) 10   (土) 10   (火) 10   (木)

11   (金) 11   (日) 11   (水) 11   (金)

12   (土) 12   (月) 12   (木) 12   (土)

13   (日) 13   (火) 13   (金) 13   (日)

14   (月) 14   (水) 14   (土) 14   (月)

15   (火) 15   (木) 15   (日) 15   (火)

16   (水) 16   (金) 16   (月) 16   (水)

17   (木) 17   (土) 17   (火) 17   (木)

18   (金) 18   (日) 18   (水) 18   (金)

19   (土) 19   (月) 19   (木) 19   (土)

20   (日) 20   (火) 20   (金) 20   (日)

21   (月) 21   (水) 21   (土) 21   (月)

22   (火) 22   (木) 22   (日) 22   (火)

23   (水) 23   (金) 23   (月) 23   (水)

24   (木) 24   (土) 24   (火) 24   (木)

25   (金) 25   (日) 25   (水) 25   (金)

26   (土) 26   (月) 26   (木) 26   (土)

27   (日) 27   (火) 27   (金) 27   (日)

28   (月) 28   (水) 28   (土) 28   (月)

29   (火) 29   (木) 29   (日) 29   (火)

30   (水) 30   (金) 30   (月) 30   (水)

31   (土) 31   (木)

眼科検診（18:30～）

Ｘ線検診（17:00～17:30、１年生・職員） 県体練習（短縮３限授業）

県体練習（短縮３限授業）

平成26年度　１学期行事予定

中間考査時間割・範囲発表

県体練習（短縮３限授業）

定通全国大会

【憲法記念日】

職場訪問（5/7～5/31） 家庭訪問

県体練習（短縮３限授業）

県体練習（短縮３限授業） 期末考査

耳鼻科検診（18:30～、抽出者）
県体練習（短縮３限授業）

平常授業日

【昭和の日】

県体練習（短縮３限授業）

期末考査

振興会総会

県体練習（短縮３限授業）

心臓検診（17:00～17:30、１年生）
面接週間（短縮３限）

平常授業日
AED講習会（1.2限）

歯科検診（18:30～）

検尿１次
面接週間（短縮３限）

期末考査時間割・範囲発表

内科検診（18:30～）
面接週間（短縮３限）

部活動集会（総学）
職員会議 第1回中高連絡会 職員会議・成績判定会議

面接週間（短縮３限）

中間考査

面接週間（短縮３限）
大掃除・ロッカー整理
LHR

校歌練習
新入生歓迎会

検尿３次
中間考査

職員会議

中間考査

中間考査

対面式
１年オリエンテーション・写真撮影

＊繰替休日6/9

身体測定
各種委員会・生徒総会

始業式
入学式・新入生激励会準備

新体力テスト 定通県体（大分市） 成績不振者学習指導（短縮３限）

入学式・新入生激励会 PTA総会 ＊繰替休日6/8 成績不振者学習指導（短縮３限）

【振替休日】 県体練習（短縮３限授業）

職場訪問（～5/31） 県体練習 成績不振者学習指導（短縮３限）

全日制との打合せ（16:30～） 平常授業日 成績不振者学習指導（短縮３限）

県体練習（短縮３限授業）

【みどりの日】

【こどもの日】

時間割作成 県体練習（短縮３限授業） 成績不振者学習指導（短縮３限）

職員会議
分掌会議

県体練習（短縮３限授業） 成績不振者学習指導（短縮３限）

検尿２次

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

新職員オリエンテーション
時間割作成

期末考査

単票提出

夏季休業（～8/31）
家庭訪問開始
全国大会部活動練習

期末考査

一覧表・判定会議資料提出

【海の日】

終業式


