
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

日付 日付 日付 日付 日付 日付 日付 日付 日付 日付 日付 日付

1   (金) 1   (日) 1   (水) 1   (金) 1   (月) 1   (木) 1   (土) 1   (火) 1   (木) 1   (日) 1   (水) 1   (水)

2   (土) 2   (月) 2   (木) 2   (土) 2   (火) 2   (金) 2   (日) 2   (水) 2   (金) 2   (月) 2   (木) 2   (木)

3   (日) 3   (火) 3   (金) 3   (日) 3   (水) 3   (土) 3   (月) 3   (木) 3   (土) 3   (火) 3   (金) 3   (金)

4   (月) 4   (水) 4   (土) 4   (月) 4   (木) 4   (日) 4   (火) 4   (金) 4   (日) 4   (水) 4   (土) 4   (土)

5   (火) 5   (木) 5   (日) 5   (火) 5   (金) 5   (月) 5   (水) 5   (土) 5   (月) 5   (木) 5   (日) 5   (日)

6   (水) 6   (金) 6   (月) 6   (水) 6   (土) 6   (火) 6   (木) 6   (日) 6   (火) 6   (金) 6   (月) 6   (月)

7   (木) 7   (土) 7   (火) 7   (木) 7   (日) 7   (水) 7   (金) 7   (月) 7   (水) 7   (土) 7   (火) 7   (火)

8   (金) 8   (日) 8   (水) 8   (金) 8   (月) 8   (木) 8   (土) 8   (火) 8   (木) 8   (日) 8   (水) 8   (水)

9   (土) 9   (月) 9   (木) 9   (土) 9   (火) 9   (金) 9   (日) 9   (水) 9   (金) 9   (月) 9   (木) 9   (木)

10   (日) 10   (火) 10   (金) 10   (日) 10   (水) 10   (土) 10   (月) 10   (木) 10   (土) 10   (火) 10   (金) 10   (金)

11   (月) 11   (水) 11   (土) 11   (月) 11   (木) 11   (日) 11   (火) 11   (金) 11   (日) 11   (水) 11   (土) 11   (土)

12   (火) 12   (木) 12   (日) 12   (火) 12   (金) 12   (月) 12   (水) 12   (土) 12   (月) 12   (木) 12   (日) 12   (日)

13   (水) 13   (金) 13   (月) 13   (水) 13   (土) 13   (火) 13   (木) 13   (日) 13   (火) 13   (金) 13   (月) 13   (月)

14   (木) 14   (土) 14   (火) 14   (木) 14   (日) 14   (水) 14   (金) 14   (月) 14   (水) 14   (土) 14   (火) 14   (火)

15   (金) 15   (日) 15   (水) 15   (金) 15   (月) 15   (木) 15   (土) 15   (火) 15   (木) 15   (日) 15   (水) 15   (水)

16   (土) 16   (月) 16   (木) 16   (土) 16   (火) 16   (金) 16   (日) 16   (水) 16   (金) 16   (月) 16   (木) 16   (木)

17   (日) 17   (火) 17   (金) 17   (日) 17   (水) 17   (土) 17   (月) 17   (木) 17   (土) 17   (火) 17   (金) 17   (金)

18   (月) 18   (水) 18   (土) 18   (月) 18   (木) 18   (日) 18   (火) 18   (金) 18   (日) 18   (水) 18   (土) 18   (土)

19   (火) 19   (木) 19   (日) 19   (火) 19   (金) 19   (月) 19   (水) 19   (土) 19   (月) 19   (木) 19   (日) 19   (日)

20   (水) 20   (金) 20   (月) 20   (水) 20   (土) 20   (火) 20   (木) 20   (日) 20   (火) 20   (金) 20   (月) 20   (月)

21   (木) 21   (土) 21   (火) 21   (木) 21   (日) 21   (水) 21   (金) 21   (月) 21   (水) 21   (土) 21   (火) 21   (火)

22   (金) 22   (日) 22   (水) 22   (金) 22   (月) 22   (木) 22   (土) 22   (火) 22   (木) 22   (日) 22   (水) 22   (水)

23   (土) 23   (月) 23   (木) 23   (土) 23   (火) 23   (金) 23   (日) 23   (水) 23   (金) 23   (月) 23   (木) 23   (木)

24   (日) 24   (火) 24   (金) 24   (日) 24   (水) 24   (土) 24   (月) 24   (木) 24   (土) 24   (火) 24   (金) 24   (金)

25   (月) 25   (水) 25   (土) 25   (月) 25   (木) 25   (日) 25   (火) 25   (金) 25   (日) 25   (水) 25   (土) 25   (土)

26   (火) 26   (木) 26   (日) 26   (火) 26   (金) 26   (月) 26   (水) 26   (土) 26   (月) 26   (木) 26   (日) 26   (日)

27   (水) 27   (金) 27   (月) 27   (水) 27   (土) 27   (火) 27   (木) 27   (日) 27   (火) 27   (金) 27   (月) 27   (月)

28   (木) 28   (土) 28   (火) 28   (木) 28   (日) 28   (水) 28   (金) 28   (月) 28   (水) 28   (土) 28   (火) 28   (火)

29   (金) 29   (日) 29   (水) 29   (金) 29   (月) 29   (木) 29   (土) 29   (火) 29   (木) 29   (日) 29   (水)

30   (土) 30   (月) 30   (木) 30   (土) 30   (火) 30   (金) 30   (日) 30   (水) 30   (金) 30   (月) 30   (木)

31   (火) 31   (日) 31   (水) 31   (月) 31   (土) 31   (火) 31   (金)

バス遠足 フィットネスジムインストラクター講座 薬物乱用防止講演会

第３回個人面談週間 進路ガイダンス 餅つき望年会 働く人のためのワークルール出前講座 芸術鑑賞

修学旅行 第２回新体力テスト ボランティア清掃（草取り・ゴミ拾い） 内定者向け講習会 高校入試（推薦入試） 高校入試（予定）

授業公開・給食体験 卒業考査・予餞会準備 春季休業

年末年始休日 卒業考査・予餞会準備 春季休業

年末年始休日 春季休業

冬季休業

同窓会入会式・表彰式・卒業
式予行
代表生徒礼法指導・激励会準
備

春季休業

冬季休業 予餞会準備 春季休業

冬季休業・転入考査 予餞会準備

予餞会準備

予餞会準備 終業式

【勤労感謝の日】 【天皇誕生日】 予餞会準備
各種委員会・大掃除・ロッ
カー整理

終業式 クラスマッチ

中間考査
防災訓練・大掃除・ロッ
カー整理
各種委員会・生徒総会

学年末考査

中間考査 クラスマッチ 予餞会準備 学年末考査 【春分の日】

中間考査 予餞会準備

中間考査 予餞会準備

予餞会準備 学年末考査 二次入試合格者発表

予餞会準備 学年末考査 二次入試

各種委員会 　ボウリング大会

第６１回大分県高等学校定時制
通信制
生徒生活体験発表大会（中津東
定）

生徒会役員選挙・各種委
員会

予餞会準備

各種委員会 予餞会準備

予餞会準備 【建国記念の日】

【体育の日】 始業式・予餞会説明

各種委員会 【成人の日】 高校入試 ※生徒休業日

期末考査 高校入試 ※生徒休業日

期末考査 高校入試 ※生徒休業日

期末考査 冬季休業 予餞会
高校入試（準備）※生徒
休業日

期末考査 冬季休業

冬季休業

【文化の日】 年末年始休日 予餞会リハーサル

授業公開・給食体験 振替休日 卒業考査・予餞会準備

授業公開・給食体験 【元日】 卒業考査・予餞会準備 卒業式

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

平成２８年度 年間行事予定    　　　　　　　日田高校定時制

家庭訪問

進路希望調査Ⅱ

グループエンカウンター（１年総学） （生活体験発表原稿作成と平行に行う）

進路希望調査Ⅰ 第１回中高連絡会 第２回個人面接週間 家庭訪問

県体練習 夏季休業

県体練習 夏季休業 体育祭

【昭和の日】 生徒会役員選挙 夏季休業・外壁清掃 夏季休業 体育祭準備・予行

眼科健診 夏季休業 体育祭練習・クラス準備

歯科健診 県体練習 夏季休業 体育祭練習・クラス準備

交通安全講話
尿検査（2次）

県体練習 夏季休業 夏季休業 体育祭練習・クラス準備

結核健康診断（1年生・職
員）

救命救急講習 夏季休業 夏季休業

県体練習 夏季休業

県体練習
夏季休業 体育祭練習・クラス準備

夏季休業 夏季休業 【秋分の日】

心臓健診（１年生） 夏季休業 体育祭練習・クラス準備

教育振興会総会 部活動集会（総学） 終業式 体育祭練習・クラス準備

内科健診
第１回個人面談週間（～
２６日）

中間考査
防災訓練・生活体験発表
原稿作成
各種委員会・大掃除

夏季休業 【敬老の日】

中間考査 【海の日】 夏季休業

中間考査 各種委員会 夏季休業

中間考査 夏季休業 体育祭練習・クラス準備

県体報告会（１限）
いのちの講演会・生活体
験発表原稿作成
各種委員会・生徒総会

夏季休業 体育祭練習・クラス準備

尿検査（１次）
新入生歓迎会

＊繰り替え休日 クラスマッチ
各種委員会
体育祭練習・クラス準備

身体測定
各種委員会・生徒総会

ＰＴＡ総会 ＊繰り替え休日
生活体験発表原稿作成・
ＬＨＲ（奉仕活動）

体育祭練習・クラス準備

対面式・１年オリエンテー
ション
クラス写真撮影（２～４年）

各種委員会 定通県体 生活体験発表原稿作成 夏季休業
体育祭説明会・練習・クラ
ス準備

入学式（１３：４０～）・新入
生激励会
新入生個人写真撮影

尿検査（３次） 県体練習 生活体験発表原稿作成 【山の日】

耳鼻科健診（抽出者） 県体練習・壮行会 夏季休業

職場訪問（～５／３０）
第１回新体力テスト

県体練習
夏季休業
高教研定通部会研究発
表大会

校内生活体験発表会

新任式・始業式　大掃除
入学式・新入生激励会準
備

生活体験発表原稿作成 夏季休業 生活体験発表原稿作成

春季休業 県体練習 期末考査 生活体験発表原稿作成

春季休業 県体練習 期末考査 生活体験発表原稿作成

春季休業 【こどもの日】 期末考査 夏季休業 生活体験発表原稿作成

春季休業 【みどりの日】 期末考査 夏季休業

【憲法記念日】 県体練習 夏季休業

県体練習 夏季休業 生活体験発表原稿作成

春季休業 夏季休業 始業式

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


