
平成3１年度行事予定 2019/4/24

日 ４月行事予定 ５月行事予定 ６月行事予定 ７月行事予定 ８月行事予定 ９月行事予定

1
即位の日 県高校総体（中心会期） 期末考査①

2
国民の休日 県高校総体（中心会期） 期末考査② 始業式

宿題テスト(3特除く)

3
憲法記念日 衣替え

体育大会全体練習
期末考査③

4
みどりの日 振替(7/6)

5
こどもの日 期末考査④

6
振替休日 体育大会予行

賞状伝達式（県総体）
期末考査⑤　賞状伝達式（北信越総体）
全国大会出場部・野球部壮行会
進研模試〔記〕（3特・進総希）

7
体育大会 進研模試〔記〕（3特・進総希）　ベネッセ総合学力（1・2特）

進路マップ実力診断〔学診〕(1・2進)
実用英語技能検定①二次

8
始業式（AM）
入学式（PM）

月曜授業
賞状伝達式（春季大会）

進研模試[マ](3特・進総希)
進路マップ実力診断(3進総希)

特別編成授業 全商英語検定①(1総・2総希)

9
対面式　宿題テスト(2・3特)　 服装指導（2・3年）
スタサポα（1特）,スタサポθ（1・2・3進）,進路マップ基礎力
（1・2・3総）　新入生オリエンテーション①

進研模試[マ](3特・進総希) 特別編成授業
進路講習会(1年)「職業ガイダンス」

10
新入生オリエンテーション②
自転車点検(2年)

中間考査時間割発表 体育大会予備日 特別編成授業　GTEC(1･2特･進希)

11
自転車点検(3年) 校内学力テスト（1特・進）　　　　　夏のさわやか運動 特別編成授業

防災避難訓練(火災)　薬物乱用防止セミナー
山の日

12
自転車安全講習会(全学年)
健康診断準備

校内学力テスト(2特・進） 特別編成授業 振替休日

13
進路講習会（3年）　外部講師
「学校別ガイダンス+就職講話」

14
健康診断
新入生オリエンテーション③(健康診断終了後)

Classi説明会(1年 ベネッセ) 北信越大会
日本漢字能力検定①

完全ロック 進研模試[マ](3特･四大希,コード統一)

15
振替(4/14) 北信越大会 海の日 完全ロック 就職試験開始

進研模試[マ](3特・四大希,コード統一)

16
振替（5/18） 北信越大会

電卓実務検定①(2・3年総合)
完全ロック 敬老の日

17
Classi説明会(2特 ベネッセ) 中間考査① 完全ロック 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 色覚検査(１年)

18
中間考査②　保護者会総会(14:30～)
進学説明会（３年保護者対象：講演＋進路）
就職説明会（3年保護者対象）

保護者会 月曜授業

19
前期生徒会長選挙
ＮＴＴドコモ携帯・スマホ安全教室（全学年）

終業式
保護者会

全統[記](3特)

20
進研模試[記](3特希・進希) 中間考査③ 全統[記](3特) 部活動自粛日(～17:30)

21
進研模試[記](3特希・進希)
カナダホームスティ来校

中間考査④　高校総体壮行会 日本漢字能力検定②

22
　　カナダ歓迎式典 体育大会練習(2年)　　　　　　　　　　　　　　　検尿 成績不振者指導週間 全商情報処理検定①(2・3総)

23
実用数学技能検定① 秋分の日

24
　　遠足（3年）
　　球技大会（1・2年）

体育大会練習(1年) 期末考査時間割発表 看護医療全国模試③(3年希) 月曜授業　部活動自粛日(～17:30)

25
高校総体

26
心電図検診（1年） 高校総体 一高祭準備（PM）

27
合唱部定期演奏会(ウイングウイング高岡) 一高祭

28
体育大会練習(1年) 　

29
昭和の日 体育大会練習(2年) スタサポα(1･2特)

30
国民の休日 体育大会練習(3年) 全商ビジネス文書実務検定① スタサポθ(1･2進)

進路マップ基礎力〔学診〕（1・2総)
職員会議

31
体育大会全体練習
実用英語技能検定①

GTEC(3特･進希)

夏期学習
合宿

(1･2年特)

保
育
実
習(

3
年)

夏期講習（前期）
3特 7/12,17,18 23～27

7/30～8/3
1・2特 7/12,17,18,23～27
1･2・3進・総(希望者)

7/12,17,18,23,24

夏期講習（前期）
3特 7/12,17,18 23～27

7/30～8/3
1・2特 7/12,17,18,23～27
1･2・3進・総(希望者)

7/12,17,18,23,24



平成3１年度行事予定 2019/4/24

日 １０月行事予定 １１月行事予定 １２月行事予定 １月行事予定 ２月行事予定 ３月行事予定

1
衣替え 研究授業 元日 駿台全国模試③(1・2特希)

高2看護医療全国模試(2年希)
実用英語技能検定③二次

2
進研模試[マ](3特・四大希,コード統一)
ベネッセ総合学力（1・2特)
進路マップ実力診断〔学診〕(1・2進)

期末考査① 完全ロック 卒業式予行

3
文化の日
進研模試[マ](3特・四大希,コード統一)
実用英語技能検定②二次

期末考査② 完全ロック 卒業式

4
中間考査時間割発表
コース選択説明会(1年:生徒対象)
実用英語技能検定②

振替休日 期末考査③ 休業日

5
駿台全国模試②(1・2特希)　　 振替(12/7) 特別編成授業

6
期末考査④ 特別編成授業

7
期末考査⑤
賞状伝達式　全国大会壮行会

進学講演会（2年保護者対象）

8
日本漢字能力検定② 始業式

宿題テスト(1・2年)
進研模試〔マ〕（2特･進希)

9
特別編成授業
駿台プレ（3特・進希）

進研模試〔マ〕（2特･進希) 特別編成授業

10
振替(10/12) 電卓実務検定②(2総) 特別編成授業

駿台プレ（3特・進希）
特別編成授業

11
中間考査① 創立60周年記念式典 特別編成授業 建国記念の日 特別編成授業

企業見学(2年就職希)

12
中間考査②　保護者会研修会
コース選択説明会(1年:保護者対象)

校内学力テスト(1特･進)
進路マップ基礎力〔学診〕(1総)

特別編成授業 校内学力テスト(1・2年全コース) 特別編成授業
スタサポα(1・2特)

13
校内学力テスト(2特･進)
進路マップ基礎力〔学診〕(2総)

特別編成授業 成人の日

14
体育の日 服装指導(1・2年)

15
中間考査③ 全商英語検定② 実用数学技能検定③

16
中間考査④　賞状伝達式　服装指導（全学年） 第37回県私学祭 特別編成授業 大学入試センター受験者集会

17
特別編成授業
GTEC(1・2特･進希)　企業見学(1年就職希)

18
                                 研修旅行健康相談（2年） 大学入試センター試験 期末考査時間割発表

19
進研模試[記](3特・四大希,コード統一) 大学入試センター試験　全商情報処理検定②(2総)

ベネッセ総合学力(1･2特･進総希)
進路マップ実力診断(1･2進総希)

進路講習会 (2特/四大/短専←3学年+進路)
(就職　ガイダンス)

20
進研模試[記](3特・四大希,コード統一) 春分の日

21
振替休日

22
即位礼正殿の儀 コース希望一覧表提出②（1・2年）

23
進学講演会（2特）ベネッセ　　　　秋のさわやか運動 勤労感謝の日

全統プレ(3特・進希,個別音源)
保護者会
コース選択最終確認(1・2年)

天皇誕生日

24
全統プレ(3特・進希,個別音源)
全商ビジネス文書実務検定②(2総)

終業式　保護者会
コース希望一覧表提出③(1・2年)

実用英語技能検定③ 期末考査① 終業式

25
コース選択希望調査提出(1・2年) 第31回県高文祭 期末考査時間割発表 期末考査②

個人写真（2年）

26
看護医療全国模試④(3年希) 第39回一高美術展（高岡文化ホール）

 　　　吹奏楽部定期演奏会(高岡文化ホール)
期末考査③
個人写真（1年）

27
実用数学技能検定②
富山マラソン

3年期末考査 振替(2/29)

28
後期生徒会長選挙 3年期末考査 期末考査④

29
完全ロック 期末考査⑤

30
コース希望一覧表提出①（1・2年）
進路講習会（2年）外部講師
「学部・系統別ガイダンス＆就職講話」

完全ロック 3年期末考査

31
完全ロック 3年期末考査

日本漢字能力検定③
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