
平成２６年度　年間行事予定（案）   2014/4/24

No.1

日日日日 日日日日

1111 火火火火

防寒着着用不可防寒着着用不可防寒着着用不可防寒着着用不可

木木木木

火曜日の授業火曜日の授業火曜日の授業火曜日の授業

制服移行開始　X線撮影(1職）8:30～11:00制服移行開始　X線撮影(1職）8:30～11:00制服移行開始　X線撮影(1職）8:30～11:00制服移行開始　X線撮影(1職）8:30～11:00

日日日日

夏服完全移行夏服完全移行夏服完全移行夏服完全移行

高総体高総体高総体高総体

1111

2222 水水水水

入学予定者OR　部紹介　制服販売入学予定者OR　部紹介　制服販売入学予定者OR　部紹介　制服販売入学予定者OR　部紹介　制服販売

金金金金

ふるさと散策予備日ふるさと散策予備日ふるさと散策予備日ふるさと散策予備日

閉寮閉寮閉寮閉寮

月２月２月２月２

月月月月 2222

3333 木木木木 土土土土

＜憲法記念日＞＜憲法記念日＞＜憲法記念日＞＜憲法記念日＞

火火火火

高総体代休高総体代休高総体代休高総体代休

3333

4444 金金金金 日日日日

＜みどりの日＞＜みどりの日＞＜みどりの日＞＜みどりの日＞

水水水水

早朝補習再開　学年集会（３）早朝補習再開　学年集会（３）早朝補習再開　学年集会（３）早朝補習再開　学年集会（３）

教育実習ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ教育実習ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ教育実習ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ教育実習ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

病３病３病３病３

4444

5555 土土土土 月月月月

＜こどもの日＞　１学年自学会＜こどもの日＞　１学年自学会＜こどもの日＞　１学年自学会＜こどもの日＞　１学年自学会

木木木木

放課後補習開始(３）   教育実習（6/19まで)放課後補習開始(３）   教育実習（6/19まで)放課後補習開始(３）   教育実習（6/19まで)放課後補習開始(３）   教育実習（6/19まで)

1年生全員面談（～6/16）1年生全員面談（～6/16）1年生全員面談（～6/16）1年生全員面談（～6/16）

病３病３病３病３

5555

6666 日日日日 火火火火

＜振替休日＞＜振替休日＞＜振替休日＞＜振替休日＞

開寮　帰島日　２学年自学会開寮　帰島日　２学年自学会開寮　帰島日　２学年自学会開寮　帰島日　２学年自学会 金金金金

高総体報告会高総体報告会高総体報告会高総体報告会

6666

7777 月月月月

開寮開寮開寮開寮

水水水水

病３病３病３病３

土土土土

進研Ｍ(３）進研Ｍ(３）進研Ｍ(３）進研Ｍ(３）　　　　石田塾(１２)石田塾(１２)石田塾(１２)石田塾(１２)

7777

8888 火火火火

大掃除　　新任式　　始業式大掃除　　新任式　　始業式大掃除　　新任式　　始業式大掃除　　新任式　　始業式

入学式　　PTA入会式　入寮式入学式　　PTA入会式　入寮式入学式　　PTA入会式　入寮式入学式　　PTA入会式　入寮式 木木木木

考査時間割発表(全）考査時間割発表(全）考査時間割発表(全）考査時間割発表(全）

病３病３病３病３

日日日日

　公務員模試(３）　公務員模試(３）　公務員模試(３）　公務員模試(３）

　英検１次　英検１次　英検１次　英検１次 8888

9999 水水水水

課題テスト（１）　校内実力（２）  校内模試（３）課題テスト（１）　校内実力（２）  校内模試（３）課題テスト（１）　校内実力（２）  校内模試（３）課題テスト（１）　校内実力（２）  校内模試（３）

新入生OR新入生OR新入生OR新入生OR　対面式　対面式　対面式　対面式 金金金金

あいさつ運動（３）　歯科検診(3) 8:50～あいさつ運動（３）　歯科検診(3) 8:50～あいさつ運動（３）　歯科検診(3) 8:50～あいさつ運動（３）　歯科検診(3) 8:50～

月３月３月３月３

月月月月

月５月５月５月５

9999

10101010 木木木木

　　前期学級役員選出（２３）　　前期学級役員選出（２３）　　前期学級役員選出（２３）　　前期学級役員選出（２３）

　　早朝補習開始（２）　　校内模試（３） 検尿　　早朝補習開始（２）　　校内模試（３） 検尿　　早朝補習開始（２）　　校内模試（３） 検尿　　早朝補習開始（２）　　校内模試（３） 検尿

病３病３病３病３

土土土土 火火火火

生徒会役員選挙(L)生徒会役員選挙(L)生徒会役員選挙(L)生徒会役員選挙(L)

10101010

11111111 金金金金

　　早朝補習開始（３）　検尿　　早朝補習開始（３）　検尿　　早朝補習開始（３）　検尿　　早朝補習開始（３）　検尿

月１月１月１月１

病３病３病３病３

日日日日 水水水水

病３病３病３病３

11111111

12121212 土土土土

　　スタディーサポート（１）　　スタディーサポート（１）　　スタディーサポート（１）　　スタディーサポート（１）

月月月月

あいさつ運動（２）　眼科検診(1) 13:30～14:30あいさつ運動（２）　眼科検診(1) 13:30～14:30あいさつ運動（２）　眼科検診(1) 13:30～14:30あいさつ運動（２）　眼科検診(1) 13:30～14:30

　　　　

月４月４月４月４

木木木木

病３病３病３病３

12121212

13131313 日日日日 火火火火

中間考査(２３）中間考査(２３）中間考査(２３）中間考査(２３）　　あいさつ運動（１）　　あいさつ運動（１）　　あいさつ運動（１）　　あいさつ運動（１）

　シグマ検査（１）　PTA常任委員会　シグマ検査（１）　PTA常任委員会　シグマ検査（１）　PTA常任委員会　シグマ検査（１）　PTA常任委員会 金金金金

月６月６月６月６

13131313

14141414 月月月月

　　　　面談週間面談週間面談週間面談週間

水水水水

　　　　中間考査（１）中間考査（１）中間考査（１）中間考査（１）　自転車点検　自転車点検　自転車点検　自転車点検

土土土土

県一斉（２３普）　石田塾（１)県一斉（２３普）　石田塾（１)県一斉（２３普）　石田塾（１)県一斉（２３普）　石田塾（１)

14141414

15151515 火火火火

部活動編成  前期学級役員名簿提出（１）部活動編成  前期学級役員名簿提出（１）部活動編成  前期学級役員名簿提出（１）部活動編成  前期学級役員名簿提出（１）

内科検診（3･2年7654） 13:30～内科検診（3･2年7654） 13:30～内科検診（3･2年7654） 13:30～内科検診（3･2年7654） 13:30～ 木木木木

    

病３病３病３病３

日日日日

五島長崎国際トライアスロン五島長崎国際トライアスロン五島長崎国際トライアスロン五島長崎国際トライアスロン

15151515

16161616 水水水水

　　　　　　　　新入生宿泊研修（１）新入生宿泊研修（１）新入生宿泊研修（１）新入生宿泊研修（１）

病３病３病３病３

金金金金

早朝補習中断（～6/4）　　部活動集会早朝補習中断（～6/4）　　部活動集会早朝補習中断（～6/4）　　部活動集会早朝補習中断（～6/4）　　部活動集会

生徒総会(L)　生徒会役員選挙公示生徒総会(L)　生徒会役員選挙公示生徒総会(L)　生徒会役員選挙公示生徒総会(L)　生徒会役員選挙公示 月月月月

火１火１火１火１

16161616

17171717 木木木木

　　　　

病３病３病３病３

土土土土 火火火火

考査時間割発表（全）考査時間割発表（全）考査時間割発表（全）考査時間割発表（全）

生徒会役員任命式（L)　五高祭テーマ発表生徒会役員任命式（L)　五高祭テーマ発表生徒会役員任命式（L)　五高祭テーマ発表生徒会役員任命式（L)　五高祭テーマ発表 17171717

18181818 金金金金 日日日日 水水水水

あいさつ運動（１）あいさつ運動（１）あいさつ運動（１）あいさつ運動（１）

プール実習（ス）？プール実習（ス）？プール実習（ス）？プール実習（ス）？ 18181818

４　月４　月４　月４　月 ５　月５　月５　月５　月 ６　月６　月６　月６　月

長崎県立五島高等学校

18181818 金金金金 日日日日 水水水水 プール実習（ス）？プール実習（ス）？プール実習（ス）？プール実習（ス）？

病３病３病３病３

18181818

19191919 土土土土 月月月月

ＰＴＡ総会代休ＰＴＡ総会代休ＰＴＡ総会代休ＰＴＡ総会代休

木木木木

　あいさつ運動（２）　あいさつ運動（２）　あいさつ運動（２）　あいさつ運動（２）

病３病３病３病３

19191919

20202020 日日日日 火火火火

６校時授業（～5/30）　第１回悩み調査６校時授業（～5/30）　第１回悩み調査６校時授業（～5/30）　第１回悩み調査６校時授業（～5/30）　第１回悩み調査

長崎っ子の心をみつめる教育週間長崎っ子の心をみつめる教育週間長崎っ子の心をみつめる教育週間長崎っ子の心をみつめる教育週間　遠征歌練習　遠征歌練習　遠征歌練習　遠征歌練習 金金金金

あいさつ運動（３）あいさつ運動（３）あいさつ運動（３）あいさつ運動（３）

火２火２火２火２

20202020

21212121 月月月月

早朝補習開始（１） 全校集会（役員任命）早朝補習開始（１） 全校集会（役員任命）早朝補習開始（１） 全校集会（役員任命）早朝補習開始（１） 全校集会（役員任命）

部活動集会　心電図検診(1) 13:30～部活動集会　心電図検診(1) 13:30～部活動集会　心電図検診(1) 13:30～部活動集会　心電図検診(1) 13:30～ 水水水水

　　遠征歌練習　　遠征歌練習　　遠征歌練習　　遠征歌練習

病３病３病３病３

土土土土 21212121

22222222 火火火火

身体測定　新体力テスト　心理適性検査(L)身体測定　新体力テスト　心理適性検査(L)身体測定　新体力テスト　心理適性検査(L)身体測定　新体力テスト　心理適性検査(L)

専門委員会専門委員会専門委員会専門委員会
木木木木

　　遠征歌練習　　遠征歌練習　　遠征歌練習　　遠征歌練習

病３病３病３病３

日日日日 22222222

23232323 水水水水

スポーツコース集会　歯科検診(2)　8:50～スポーツコース集会　歯科検診(2)　8:50～スポーツコース集会　歯科検診(2)　8:50～スポーツコース集会　歯科検診(2)　8:50～

病３病３病３病３

金金金金

　　内科検診(1･2年321） 13:30～　　内科検診(1･2年321） 13:30～　　内科検診(1･2年321） 13:30～　　内科検診(1･2年321） 13:30～

月月月月

火３火３火３火３

23232323

24242424 木木木木

検尿予備日検尿予備日検尿予備日検尿予備日

病３病３病３病３

土土土土

　　午前中授業　　ＰＴＡ総会　　午前中授業　　ＰＴＡ総会　　午前中授業　　ＰＴＡ総会　　午前中授業　　ＰＴＡ総会

　　SCによる講演会　　ＰＴＡ会場撤収　　SCによる講演会　　ＰＴＡ会場撤収　　SCによる講演会　　ＰＴＡ会場撤収　　SCによる講演会　　ＰＴＡ会場撤収 火火火火

期末考査期末考査期末考査期末考査

24242424

25252525 金金金金

ふるさと散策ふるさと散策ふるさと散策ふるさと散策

日日日日 水水水水 25252525

26262626 土土土土 月月月月

高総体代休高総体代休高総体代休高総体代休

木木木木 26262626

27272727 日日日日 火火火火

高総体壮行式(L)高総体壮行式(L)高総体壮行式(L)高総体壮行式(L)

行進練習行進練習行進練習行進練習 金金金金

　野球部壮行式　　寮大掃除・寮防災訓練　野球部壮行式　　寮大掃除・寮防災訓練　野球部壮行式　　寮大掃除・寮防災訓練　野球部壮行式　　寮大掃除・寮防災訓練

27272727

28282828 月月月月

携帯電話教育(L)携帯電話教育(L)携帯電話教育(L)携帯電話教育(L)

水水水水

　歯科検診(1) 8:50～　歯科検診(1) 8:50～　歯科検診(1) 8:50～　歯科検診(1) 8:50～

病３病３病３病３

土土土土

石田塾（全）石田塾（全）石田塾（全）石田塾（全）

算数数学コンクール算数数学コンクール算数数学コンクール算数数学コンクール 28282828

29292929 火火火火

＜昭和の日＞＜昭和の日＞＜昭和の日＞＜昭和の日＞

木木木木

　　月曜日の授業　　月曜日の授業　　月曜日の授業　　月曜日の授業

日日日日 29292929

30303030 水水水水

生徒協議会生徒協議会生徒協議会生徒協議会

病３病３病３病３

金金金金

お濠の清掃お濠の清掃お濠の清掃お濠の清掃

高総体開会式高総体開会式高総体開会式高総体開会式 月月月月

火４火４火４火４

30303030

31313131 土土土土

高総体高総体高総体高総体

施１施１施１施１

31313131

備備備備

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

考考考考

春の交通安全県民運動春の交通安全県民運動春の交通安全県民運動春の交通安全県民運動

図書館OR（１）図書館OR（１）図書館OR（１）図書館OR（１）

夏服販売夏服販売夏服販売夏服販売 保護者向け進路講演会保護者向け進路講演会保護者向け進路講演会保護者向け進路講演会

美化コンクール①美化コンクール①美化コンクール①美化コンクール①

衛看集会衛看集会衛看集会衛看集会

鍛える読書の時間(6/10～23)鍛える読書の時間(6/10～23)鍛える読書の時間(6/10～23)鍛える読書の時間(6/10～23)

長崎県立五島高等学校



平成２６年度　年間行事予定（案）   2014/4/24

No.2

日日日日 日日日日

1111 火火火火

あこうセミナー(１）あこうセミナー(１）あこうセミナー(１）あこうセミナー(１）

施１施１施１施１

金金金金

１・２年生夏季自学会１・２年生夏季自学会１・２年生夏季自学会１・２年生夏季自学会

病３病３病３病３

月月月月

五高祭代休五高祭代休五高祭代休五高祭代休

1111

2222 水水水水

マリンスポーツ実習マリンスポーツ実習マリンスポーツ実習マリンスポーツ実習

病３病３病３病３

土土土土

全統Ｍ（３）全統Ｍ（３）全統Ｍ（３）全統Ｍ（３）　　小論模試(３）　　小論模試(３）　　小論模試(３）　　小論模試(３）

火火火火 2222

3333 木木木木

　金曜日の授業　金曜日の授業　金曜日の授業　金曜日の授業

火５火５火５火５

病３病３病３病３

日日日日

　　　　

水水水水

体育祭予行体育祭予行体育祭予行体育祭予行

3333

4444 金金金金

　部活動集会・体育祭テーマ発表　部活動集会・体育祭テーマ発表　部活動集会・体育祭テーマ発表　部活動集会・体育祭テーマ発表

月月月月

夏季補習（３）夏季補習（３）夏季補習（３）夏季補習（３）

病３病３病３病３

木木木木

病３病３病３病３

4444

5555 土土土土

石田塾（全）石田塾（全）石田塾（全）石田塾（全）

火火火火

病３病３病３病３

金金金金

体育祭準備体育祭準備体育祭準備体育祭準備

5555

6666 日日日日

英検２次英検２次英検２次英検２次

水水水水

病３病３病３病３

土土土土 6666

7777 月月月月

校内競技大会校内競技大会校内競技大会校内競技大会

木木木木

難関大オープン（３）難関大オープン（３）難関大オープン（３）難関大オープン（３）

日日日日

体育祭体育祭体育祭体育祭

7777

8888 火火火火

五高祭クラス討議（L)五高祭クラス討議（L)五高祭クラス討議（L)五高祭クラス討議（L)

金金金金 月月月月

体育祭代休体育祭代休体育祭代休体育祭代休

8888

9999 水水水水

病３病３病３病３

土土土土

平和学習　　閉寮平和学習　　閉寮平和学習　　閉寮平和学習　　閉寮

火火火火

月曜日の授業　学年集会（３）月曜日の授業　学年集会（３）月曜日の授業　学年集会（３）月曜日の授業　学年集会（３）

体育祭予備日　　前期専門委員会反省体育祭予備日　　前期専門委員会反省体育祭予備日　　前期専門委員会反省体育祭予備日　　前期専門委員会反省 9999

10101010 木木木木

病３病３病３病３

日日日日 水水水水

病３病３病３病３

10101010

11111111 金金金金

高校野球（開幕）高校野球（開幕）高校野球（開幕）高校野球（開幕）

火６火６火６火６

月月月月

代休（8/9分）代休（8/9分）代休（8/9分）代休（8/9分）

木木木木

病３病３病３病３

11111111

12121212 土土土土 火火火火 金金金金

後期学級役員選出（L)後期学級役員選出（L)後期学級役員選出（L)後期学級役員選出（L)

12121212

13131313 日日日日

　公務員模試(３）　公務員模試(３）　公務員模試(３）　公務員模試(３）

　英検２次　英検２次　英検２次　英検２次 水水水水 土土土土

進研Ｍ（３）進研Ｍ（３）進研Ｍ（３）進研Ｍ（３）　　准看模試（３看）　　准看模試（３看）　　准看模試（３看）　　准看模試（３看）

13131313

14141414 月月月月

水１水１水１水１

木木木木 日日日日 14141414

15151515 火火火火

校内競技大会予備日校内競技大会予備日校内競技大会予備日校内競技大会予備日

金金金金 月月月月

＜敬老の日＞＜敬老の日＞＜敬老の日＞＜敬老の日＞

15151515

16161616 水水水水

三者面談三者面談三者面談三者面談　寮生保護者会　寮生保護者会　寮生保護者会　寮生保護者会

病３病３病３病３

土土土土

石城会総会石城会総会石城会総会石城会総会

火火火火

専門委員会（後期目標）専門委員会（後期目標）専門委員会（後期目標）専門委員会（後期目標）

衛看集会衛看集会衛看集会衛看集会 16161616

17171717 木木木木 日日日日

開寮開寮開寮開寮

水水水水

体力総合診断（２ス）体力総合診断（２ス）体力総合診断（２ス）体力総合診断（２ス）

病３病３病３病３

17171717

18181818 金金金金

　大掃除　全校集会　ブラス壮行式　大掃除　全校集会　ブラス壮行式　大掃除　全校集会　ブラス壮行式　大掃除　全校集会　ブラス壮行式

月月月月

授業日開始　　全校集会授業日開始　　全校集会授業日開始　　全校集会授業日開始　　全校集会

校内模試（３）校内模試（３）校内模試（３）校内模試（３）　校内実力(１２)　校内実力(１２)　校内実力(１２)　校内実力(１２) 木木木木 18181818

７　月７　月７　月７　月 ８　月８　月８　月８　月 ９　月９　月９　月９　月

進研記述(3）進研記述(3）進研記述(3）進研記述(3）　　　　進研実力（12）進研実力（12）進研実力（12）進研実力（12）　進研基礎力(1ス看）　進研基礎力(1ス看）　進研基礎力(1ス看）　進研基礎力(1ス看）

　　　　進研実力診断(2ス看）進研実力診断(2ス看）進研実力診断(2ス看）進研実力診断(2ス看）　進研実力判定（3ス看）　進研実力判定（3ス看）　進研実力判定（3ス看）　進研実力判定（3ス看）

長崎県立五島高等学校

18181818 金金金金 月月月月 校内模試（３）校内模試（３）校内模試（３）校内模試（３）　校内実力(１２)　校内実力(１２)　校内実力(１２)　校内実力(１２) 木木木木

病３病３病３病３

18181818

19191919 土土土土

　　　　代ゼミＭ(３）代ゼミＭ(３）代ゼミＭ(３）代ゼミＭ(３）　　　　石田塾(12）石田塾(12）石田塾(12）石田塾(12）

火火火火

　五高祭準備開始　五高祭準備開始　五高祭準備開始　五高祭準備開始

金金金金

後期役員任命式（L)後期役員任命式（L)後期役員任命式（L)後期役員任命式（L)

19191919

20202020 日日日日 水水水水 土土土土 20202020

21212121 月月月月

　＜海の日＞　＜海の日＞　＜海の日＞　＜海の日＞

木木木木 日日日日 21212121

22222222 火火火火

　　　　夏季補習（２看以外）・授業（２看）夏季補習（２看以外）・授業（２看）夏季補習（２看以外）・授業（２看）夏季補習（２看以外）・授業（２看）

金金金金 月月月月

水２水２水２水２

22222222

23232323 水水水水

　　オープンスクール　　オープンスクール　　オープンスクール　　オープンスクール

土土土土

夕やけマラソン夕やけマラソン夕やけマラソン夕やけマラソン

クオリス模試（３）クオリス模試（３）クオリス模試（３）クオリス模試（３） 火火火火

＜秋分の日＞＜秋分の日＞＜秋分の日＞＜秋分の日＞

23232323

24242424 木木木木 日日日日 水水水水

体力総合診断（１ス）体力総合診断（１ス）体力総合診断（１ス）体力総合診断（１ス）

病２病２病２病２

病３病３病３病３

24242424

25252525 金金金金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学習合宿(3)学習合宿(3)学習合宿(3)学習合宿(3)

月月月月 木木木木

　考査時間割発表　考査時間割発表　考査時間割発表　考査時間割発表

病３病３病３病３

25252525

26262626 土土土土

トップレベル模試(１２）トップレベル模試(１２）トップレベル模試(１２）トップレベル模試(１２）

火火火火 金金金金

あいさつ運動（３）あいさつ運動（３）あいさつ運動（３）あいさつ運動（３）

水３水３水３水３

26262626

27272727 日日日日 水水水水 土土土土 27272727

28282828 月月月月

　　　　夏季補習（１２）夏季補習（１２）夏季補習（１２）夏季補習（１２）　授業（２看）　授業（２看）　授業（２看）　授業（２看）

病３病３病３病３

木木木木

五高祭代休五高祭代休五高祭代休五高祭代休

日日日日 28282828

29292929 火火火火

病３病３病３病３

金金金金

五高祭準備五高祭準備五高祭準備五高祭準備

月月月月

あいさつ運動（１２）あいさつ運動（１２）あいさつ運動（１２）あいさつ運動（１２）

読書感想文コンクール（L)読書感想文コンクール（L)読書感想文コンクール（L)読書感想文コンクール（L)

病３病３病３病３

29292929

30303030 水水水水

病３病３病３病３

土土土土

五高祭五高祭五高祭五高祭

火火火火

中間考査（１・２ス看）中間考査（１・２ス看）中間考査（１・２ス看）中間考査（１・２ス看）　学年PTA（１２）　学年PTA（１２）　学年PTA（１２）　学年PTA（１２）

　　　　中間考査（２普）中間考査（２普）中間考査（２普）中間考査（２普）

病３病３病３病３

30303030

31313131 木木木木

病３病３病３病３

日日日日 31313131

備備備備

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

考考考考

夏の交通安全県民運動夏の交通安全県民運動夏の交通安全県民運動夏の交通安全県民運動 東大オープン東大オープン東大オープン東大オープン

競技別オープンスクール競技別オープンスクール競技別オープンスクール競技別オープンスクール

長崎県立五島高等学校



平成２６年度　年間行事予定（案）   2014/4/24

No.3

日日日日 日日日日

1111 水水水水

制服移行開始　自転車点検制服移行開始　自転車点検制服移行開始　自転車点検制服移行開始　自転車点検

中間考査（1・2ス看）中間考査（1・2ス看）中間考査（1・2ス看）中間考査（1・2ス看） 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　中間考査（２普）中間考査（２普）中間考査（２普）中間考査（２普）

　 　 　 　 学年末考査（3普）期末考査（3ｽ衛）学年末考査（3普）期末考査（3ｽ衛）学年末考査（3普）期末考査（3ｽ衛）学年末考査（3普）期末考査（3ｽ衛）

土土土土

開校記念日開校記念日開校記念日開校記念日

冬服完全移行冬服完全移行冬服完全移行冬服完全移行

月月月月

修学旅行（２）修学旅行（２）修学旅行（２）修学旅行（２）　防寒着着用可　早朝テスト開始　防寒着着用可　早朝テスト開始　防寒着着用可　早朝テスト開始　防寒着着用可　早朝テスト開始

　　　　

木５木５木５木５

施１施１施１施１

1111

2222 木木木木 日日日日

第2回スポーツコースオープンスクール第2回スポーツコースオープンスクール第2回スポーツコースオープンスクール第2回スポーツコースオープンスクール

火火火火

施１施１施１施１

2222

3333 金金金金

水４水４水４水４

月月月月

＜文化の日＞＜文化の日＞＜文化の日＞＜文化の日＞

大学別オープン大学別オープン大学別オープン大学別オープン 水水水水

施１施１施１施１

3333

4444 土土土土 火火火火

交通講話（L)交通講話（L)交通講話（L)交通講話（L)

木木木木

施１施１施１施１

4444

5555 日日日日 水水水水

資格試験１００日前集会資格試験１００日前集会資格試験１００日前集会資格試験１００日前集会

県高校駅伝県高校駅伝県高校駅伝県高校駅伝

病２病２病２病２

金金金金
木６木６木６木６

施１施１施１施１

5555

6666 月月月月

水５水５水５水５

木木木木

病２病２病２病２

土土土土

石田塾（１）石田塾（１）石田塾（１）石田塾（１）

6666

7777 火火火火

病３病３病３病３

金金金金 （裁）（裁）（裁）（裁）

LLLL

日日日日 7777

8888 水水水水

芸術鑑賞会芸術鑑賞会芸術鑑賞会芸術鑑賞会

土土土土

進研Ｍ（３）進研Ｍ（３）進研Ｍ（３）進研Ｍ（３）　クオリス模試（２）　公務員模試（２）　クオリス模試（２）　公務員模試（２）　クオリス模試（２）　公務員模試（２）　クオリス模試（２）　公務員模試（２）

　　石田塾（１２）　　石田塾（１２）　　石田塾（１２）　　石田塾（１２） 月月月月
木７木７木７木７

施１施１施１施１

8888

9999 木木木木

センター試験１００日前集会センター試験１００日前集会センター試験１００日前集会センター試験１００日前集会

学年PTA（３）学年PTA（３）学年PTA（３）学年PTA（３） 病２病２病２病２

病３病３病３病３

日日日日

　　英検２次　　英検２次　　英検２次　　英検２次

火火火火

生徒総会クラス討議(L)生徒総会クラス討議(L)生徒総会クラス討議(L)生徒総会クラス討議(L)

9999

10101010 金金金金

部活動集会  戴帽式科内予行部活動集会  戴帽式科内予行部活動集会  戴帽式科内予行部活動集会  戴帽式科内予行

月月月月

木３木３木３木３

水水水水

病２病２病２病２

10101010

11111111 土土土土

中地区学習交流会(3)中地区学習交流会(3)中地区学習交流会(3)中地区学習交流会(3)

火火火火

県総文祭県総文祭県総文祭県総文祭

SCによる講演会（L)SCによる講演会（L)SCによる講演会（L)SCによる講演会（L) 木木木木

病２病２病２病２

11111111

12121212 日日日日

　国体総合開会式　国体総合開会式　国体総合開会式　国体総合開会式

　英検１次　英検１次　英検１次　英検１次 水水水水

病２病２病２病２

金金金金

金１金１金１金１

12121212

13131313 月月月月

　＜体育の日＞　＜体育の日＞　＜体育の日＞　＜体育の日＞

木木木木

病２病２病２病２

土土土土

駿台プレ（３）駿台プレ（３）駿台プレ（３）駿台プレ（３）　石田塾（１２）　石田塾（１２）　石田塾（１２）　石田塾（１２）

13131313

14141414 火火火火

戴帽式予行戴帽式予行戴帽式予行戴帽式予行

第２回悩み調査第２回悩み調査第２回悩み調査第２回悩み調査 金金金金 （裁）（裁）（裁）（裁）

LLLL

日日日日 14141414

15151515 水水水水

戴帽式戴帽式戴帽式戴帽式

土土土土

大学別オープン模試（３）大学別オープン模試（３）大学別オープン模試（３）大学別オープン模試（３）

准看模試（３看）准看模試（３看）准看模試（３看）准看模試（３看） 月月月月

三者面談三者面談三者面談三者面談

15151515

16161616 木木木木

病２病２病２病２

日日日日 火火火火 16161616

17171717 金金金金

福江みなとまつり事前指導福江みなとまつり事前指導福江みなとまつり事前指導福江みなとまつり事前指導

水６水６水６水６

月月月月 木４木４木４木４

病２病２病２病２

水水水水 17171717

18181818 土土土土

進研記述（３）進研記述（３）進研記述（３）進研記述（３）

　福江みなとまつり　福江みなとまつり　福江みなとまつり　福江みなとまつり 火火火火

考査時間割発表(１２３ス看)考査時間割発表(１２３ス看)考査時間割発表(１２３ス看)考査時間割発表(１２３ス看)

人権教育（L)人権教育（L)人権教育（L)人権教育（L) 木木木木 18181818

１０　月１０　月１０　月１０　月 １１　月１１　月１１　月１１　月 １２　月１２　月１２　月１２　月

長崎県立五島高等学校

18181818 土土土土 　福江みなとまつり　福江みなとまつり　福江みなとまつり　福江みなとまつり 火火火火 人権教育（L)人権教育（L)人権教育（L)人権教育（L) 木木木木 18181818

19191919 日日日日

　　　　国体剣道競技国体剣道競技国体剣道競技国体剣道競技

水水水水

あいさつ運動（２）あいさつ運動（２）あいさつ運動（２）あいさつ運動（２）

病２病２病２病２

金金金金

金２金２金２金２

19191919

20202020 月月月月 木木木木

あいさつ運動（１）あいさつ運動（１）あいさつ運動（１）あいさつ運動（１）

病２病２病２病２

土土土土

センタープレ（３）　センタープレ（３）　センタープレ（３）　センタープレ（３）　　県一斉（１２）　県一斉（１２）　県一斉（１２）　県一斉（１２）

20202020

21212121 火火火火 （裁）（裁）（裁）（裁）

木１木１木１木１

金金金金

全校集会（表彰）全校集会（表彰）全校集会（表彰）全校集会（表彰）

日日日日 21212121

22222222 水水水水

病２病２病２病２

土土土土

代ゼミプレ（３）代ゼミプレ（３）代ゼミプレ（３）代ゼミプレ（３）　五島地区PTA研修会　五島地区PTA研修会　五島地区PTA研修会　五島地区PTA研修会

月月月月

金３金３金３金３

22222222

23232323 木木木木

病２病２病２病２

日日日日

　＜勤労感謝の日＞　＜勤労感謝の日＞　＜勤労感謝の日＞　＜勤労感謝の日＞

火火火火

＜天皇誕生日＞＜天皇誕生日＞＜天皇誕生日＞＜天皇誕生日＞

23232323

24242424 金金金金

木２木２木２木２

月月月月

＜振替休日＞＜振替休日＞＜振替休日＞＜振替休日＞

水水水水

大掃除　終業式大掃除　終業式大掃除　終業式大掃除　終業式

24242424

25252525 土土土土

県一斉（３）　進研実力（２）県一斉（３）　進研実力（２）県一斉（３）　進研実力（２）県一斉（３）　進研実力（２）

　 進研実力（１）　進研実力診断(１ス看)　 進研実力（１）　進研実力診断(１ス看)　 進研実力（１）　進研実力診断(１ス看)　 進研実力（１）　進研実力診断(１ス看)

　　　　 進研実力判定（２ス看） 進研実力判定（２ス看） 進研実力判定（２ス看） 進研実力判定（２ス看）

火火火火

学年末考査(３ス看)　　期末考査(１２)学年末考査(３ス看)　　期末考査(１２)学年末考査(３ス看)　　期末考査(１２)学年末考査(３ス看)　　期末考査(１２)

木木木木

冬季補習冬季補習冬季補習冬季補習

25252525

26262626 日日日日 水水水水

　　　　

金金金金 26262626

27272727 月月月月

各種表彰・駅伝壮行式各種表彰・駅伝壮行式各種表彰・駅伝壮行式各種表彰・駅伝壮行式

木木木木 土土土土 27272727

28282828 火火火火

防災避難訓練（L)防災避難訓練（L)防災避難訓練（L)防災避難訓練（L)

金金金金

　 寮大掃除　 寮大掃除　 寮大掃除　 寮大掃除

日日日日

    閉寮    閉寮    閉寮    閉寮

28282828

29292929 水水水水

病２病２病２病２

土土土土

全統プレ（３）全統プレ（３）全統プレ（３）全統プレ（３）　　石田塾（１２）　　石田塾（１２）　　石田塾（１２）　　石田塾（１２）

月月月月 29292929

30303030 木木木木

病２病２病２病２

日日日日 火火火火 30303030

31313131 金金金金

心に響く人生の達人セミナー心に響く人生の達人セミナー心に響く人生の達人セミナー心に響く人生の達人セミナー

地域清掃？地域清掃？地域清掃？地域清掃？ 水水水水 31313131

備備備備

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

考考考考

　　　　

中学校向け高校入試説明会中学校向け高校入試説明会中学校向け高校入試説明会中学校向け高校入試説明会

芸術鑑賞会芸術鑑賞会芸術鑑賞会芸術鑑賞会

美化コンクール②美化コンクール②美化コンクール②美化コンクール②

ゴルフ実習（ス）ゴルフ実習（ス）ゴルフ実習（ス）ゴルフ実習（ス）

鍛える読書週間(11/11～11/21)鍛える読書週間(11/11～11/21)鍛える読書週間(11/11～11/21)鍛える読書週間(11/11～11/21)

年末交通安全県民運動年末交通安全県民運動年末交通安全県民運動年末交通安全県民運動

ユニセフ募金活動ユニセフ募金活動ユニセフ募金活動ユニセフ募金活動

芸術科発表会（１）芸術科発表会（１）芸術科発表会（１）芸術科発表会（１）

長崎県立五島高等学校
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No.4

日日日日 日日日日

1111 木木木木

元日元日元日元日

日日日日 日日日日

卒業式卒業式卒業式卒業式

1111

2222 金金金金 月月月月

月４月４月４月４

月月月月

代休代休代休代休

2222

3333 土土土土 火火火火 火火火火

火３火３火３火３

3333

4444 日日日日

センタープレ(3)センタープレ(3)センタープレ(3)センタープレ(3)

水水水水

推薦離島留学特別選抜？推薦離島留学特別選抜？推薦離島留学特別選抜？推薦離島留学特別選抜？

水水水水

病２病２病２病２

4444

5555 月月月月 木木木木

病２病２病２病２

木木木木

病２病２病２病２

5555

6666 火火火火 金金金金

マラソン大会マラソン大会マラソン大会マラソン大会

金金金金
火４火４火４火４

病２病２病２病２

6666

7777 水水水水

開寮開寮開寮開寮

土土土土

進研Ｍ（２）進研Ｍ（２）進研Ｍ（２）進研Ｍ（２）　准看模試（２）　　准看模試（２）　　准看模試（２）　　准看模試（２）　石田塾（１）石田塾（１）石田塾（１）石田塾（１）

土土土土

スタディーサポート（１）　石田塾（２）スタディーサポート（１）　石田塾（２）スタディーサポート（１）　石田塾（２）スタディーサポート（１）　石田塾（２）

7777

8888 木木木木

大掃除　始業式大掃除　始業式大掃除　始業式大掃除　始業式

校内実力（２普）校内実力（２普）校内実力（２普）校内実力（２普）　校内実力（１・２ス看）　校内実力（１・２ス看）　校内実力（１・２ス看）　校内実力（１・２ス看） 日日日日 日日日日

公立大中期試験公立大中期試験公立大中期試験公立大中期試験

8888

9999 金金金金
金４金４金４金４

病２病２病２病２

月月月月
病２病２病２病２

月５月５月５月５

月月月月

AT会場設営？AT会場設営？AT会場設営？AT会場設営？

9999

10101010 土土土土

准看模試（３）　石田塾（１２）准看模試（３）　石田塾（１２）准看模試（３）　石田塾（１２）准看模試（３）　石田塾（１２）

火火火火

マラソン大会予備日マラソン大会予備日マラソン大会予備日マラソン大会予備日

火火火火

AT？AT？AT？AT？

10101010

11111111 日日日日

五島吹奏楽祭五島吹奏楽祭五島吹奏楽祭五島吹奏楽祭

水水水水

＜建国記念の日＞＜建国記念の日＞＜建国記念の日＞＜建国記念の日＞

水水水水

AT？AT？AT？AT？

11111111

12121212 月月月月

＜成人の日＞＜成人の日＞＜成人の日＞＜成人の日＞

木木木木

准看資格試験出陣式准看資格試験出陣式准看資格試験出陣式准看資格試験出陣式

病２病２病２病２

木木木木

国公立大後期試験国公立大後期試験国公立大後期試験国公立大後期試験

12121212

13131313 火火火火 金金金金

准看資格試験准看資格試験准看資格試験准看資格試験

月６月６月６月６

金金金金
火５火５火５火５

病２病２病２病２

13131313

14141414 水水水水

下五島百人一首大会下五島百人一首大会下五島百人一首大会下五島百人一首大会

土土土土

石田塾(12)石田塾(12)石田塾(12)石田塾(12)

土土土土 14141414

15151515 木木木木

病２病２病２病２

日日日日 日日日日 15151515

16161616 金金金金

センター試験設営センター試験設営センター試験設営センター試験設営

センター試験出陣式センター試験出陣式センター試験出陣式センター試験出陣式

病２病２病２病２

月月月月

考査時間割発表考査時間割発表考査時間割発表考査時間割発表

火１火１火１火１

月月月月
火６火６火６火６

病２病２病２病２

16161616

17171717 土土土土

センター試験センター試験センター試験センター試験

火火火火

全校集会・生徒総会・部活動集会（L)全校集会・生徒総会・部活動集会（L)全校集会・生徒総会・部活動集会（L)全校集会・生徒総会・部活動集会（L)

火火火火

校内競技大会校内競技大会校内競技大会校内競技大会

17171717

18181818 日日日日 水水水水 水水水水

合格発表合格発表合格発表合格発表

18181818

３　月３　月３　月３　月１　月１　月１　月１　月 ２　月２　月２　月２　月

長崎県立五島高等学校

18181818 日日日日 水水水水

病２病２病２病２

水水水水 18181818

19191919 月月月月

早朝補習再開早朝補習再開早朝補習再開早朝補習再開

センター試験自己採点センター試験自己採点センター試験自己採点センター試験自己採点

金５金５金５金５

木木木木

病２病２病２病２

木木木木

合格者テスト　合格者登校　　制服採寸合格者テスト　合格者登校　　制服採寸合格者テスト　合格者登校　　制服採寸合格者テスト　合格者登校　　制服採寸

19191919

20202020 火火火火

特編授業開始　　薬物乱用防止教育（L)特編授業開始　　薬物乱用防止教育（L)特編授業開始　　薬物乱用防止教育（L)特編授業開始　　薬物乱用防止教育（L)

第３回悩み調査第３回悩み調査第３回悩み調査第３回悩み調査 金金金金

火２火２火２火２

金金金金

　　　校内競技大会予備日　　　校内競技大会予備日　　　校内競技大会予備日　　　校内競技大会予備日

20202020

21212121 水水水水

病２病２病２病２

土土土土 土土土土

　＜春分の日＞　＜春分の日＞　＜春分の日＞　＜春分の日＞

21212121

22222222 木木木木

病２病２病２病２

日日日日 日日日日 22222222

23232323 金金金金

金６金６金６金６

月月月月

学年末考査（１２）学年末考査（１２）学年末考査（１２）学年末考査（１２）

　 自転車点検　 自転車点検　 自転車点検　 自転車点検 月月月月 23232323

24242424 土土土土

進研実力（２） 進研実力（１）進研実力（２） 進研実力（１）進研実力（２） 進研実力（１）進研実力（２） 進研実力（１）進研実力診断（１ス看）進研実力診断（１ス看）進研実力診断（１ス看）進研実力診断（１ス看）

進研実力判定（２ス看）進研実力判定（２ス看）進研実力判定（２ス看）進研実力判定（２ス看） 火火火火 火火火火

大掃除　　終業式　　離任式大掃除　　終業式　　離任式大掃除　　終業式　　離任式大掃除　　終業式　　離任式

閉寮閉寮閉寮閉寮 24242424

25252525 日日日日

　英検１次　英検１次　英検１次　英検１次

水水水水

　 国公立大前期試験　 国公立大前期試験　 国公立大前期試験　 国公立大前期試験

水水水水 25252525

26262626 月月月月

専門委員会（年間反省）専門委員会（年間反省）専門委員会（年間反省）専門委員会（年間反省）

月１月１月１月１

木木木木

　　代休　　代休　　代休　　代休

木木木木 26262626

27272727 火火火火

第３回悩み調査第３回悩み調査第３回悩み調査第３回悩み調査

（裁）（裁）（裁）（裁）

月２月２月２月２

金金金金

　　寮大掃除　　寮大掃除　　寮大掃除　　寮大掃除

金金金金 27272727

28282828 水水水水

スポーツコース卒業発表会スポーツコース卒業発表会スポーツコース卒業発表会スポーツコース卒業発表会

病２病２病２病２

土土土土

卒業式会場設営卒業式会場設営卒業式会場設営卒業式会場設営

卒業式予行卒業式予行卒業式予行卒業式予行 土土土土 28282828

29292929 木木木木

文化部・体育部合同部長会文化部・体育部合同部長会文化部・体育部合同部長会文化部・体育部合同部長会

病２病２病２病２

日日日日 29292929

30303030 金金金金

月３月３月３月３

月月月月 30303030

31313131 土土土土

トップレベル模試（１２）トップレベル模試（１２）トップレベル模試（１２）トップレベル模試（１２）

公務員模試公務員模試公務員模試公務員模試 火火火火 31313131

備備備備

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

考考考考

学習会（１２）学習会（１２）学習会（１２）学習会（１２） 小学生ボランティア小学生ボランティア小学生ボランティア小学生ボランティア

美化コンクール③美化コンクール③美化コンクール③美化コンクール③

ワープロ・情報処理検定ワープロ・情報処理検定ワープロ・情報処理検定ワープロ・情報処理検定

鍛える読書の時間(2/10～20)鍛える読書の時間(2/10～20)鍛える読書の時間(2/10～20)鍛える読書の時間(2/10～20)

長崎県立五島高等学校


