
令和２年度年間行事　（変更版：夏季休業短縮）
十日町高等学校 松之山分校

日 日

1 (水) (金) (月) (水) (土) (火) 1 (木) (日) (火)
期末考査
人権ビデオ学習

(祝) 元日 (月) 3年学年末考査 (月) 卒業式 1

2 (木) (土) (火) (木) (日) (水) 2 (金) (月) (水) (土) 学校閉庁日 (火) (火) 2

3 (金) (祝) 憲法記念日 (水) (金) (月) (木) 3 (土) 学校閉庁日 (祝) 文化の日 (木) (日) (水) (水) 3

4 (土) (祝) みどりの日 (木) (土) ①②③Ｂ模試 (火) (金) ニュース検定 4 (日) (水) (金) (月) (木) (木) 一般選抜 4

5 (日) (祝) こどもの日 (金) (日) (水) (土) 5 (月) (木) (土) ＧＴＥＣ (火) (金) (金) 5

6 (月) (水) (振替休日） (土) ③Ｂ模試 (月) (木) (日) 6 (火) (金) 漢字検定　 (日) (水) (土) ②Ｂ模試 (土) 学校閉庁日 6

7 (火) 始業式・入学式 (木) (日) (火) (金)
終業式
 学年ＰＴＡ

(月) 7 (水) (土) (月) (木) 始業式 (日) (日) 7

8 (水)
対面式
・身体計測

(金) (月) (水) ﾜｰﾌﾟﾛ・文書ﾌﾟﾚｾﾞﾝ (土) (火) 8 (木) 中間考査 (日) (火) (金) 基礎力診断テスト（12年） (月) (月) ,.                             8

9 (木) レクリエーション (土) (火) (木) (日) (水) 9 (金) (月) (水) (土) (火) (火) 一般選抜(追試) 9

10 (金) (日) (水) (金) (祝) 山 の日 (木) 10 (土) ③Ｂ模試 (火) (木) (日) (水) (水) 10

11 (土) (月) (木) (土) (火) (金) 11 (日) (水) (金) (祝) 成人の日 (祝) 建国記念の日 (木) 11

12 (日) (火) (金)
交通安全講話
･原付実技指導

(日) (水) (土) ③Ｂ模試 12 (月) (木) (土) (火) (金) (金) 合格発表 12

13 (月) (水) (土) (月) 表計算 (木) (日) 13 (火) (金) ニュース検定 (日) (水) (土) (土) 13

14 (火) (木) (日) (火) (金) 学校閉庁日 (月) 14 (水)
まちの産業
　　　発見塾

(土) (月) (木) (日) (日) 14

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

16 (木) (土) 学校閉庁日 (火) (木) 薬物講話 (日) (水) 16 (金) (月) (水) (土) 大学入試共通テスト (火) 進路体験発表会 (火) 16

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

18 (土) (月) (木) 　中間考査 (土) (火) (金) 18 (日) (水) 修学旅行2年 (金) (月) (木) 1,2年学年末考査 (木) (追認考査) 18

19 (日) (火) (金) 漢字検定　 (日) (水) 始業式 (土) 19 (月) (木) (土) (火) (金) (金) 19

20 (月) (水) (土) (月) (木) (日) 20 (火) (金) (日) (水) (土) 学校閉庁日 (祝) 春分の日 20

21 (火) (木) (日) (火) 期末考査 (金) (祝) 敬老の日 21 (水) (土) (月) (木) (日) (日) 21

22 (水) (金) (月) (水) (土) (祝) 秋分の日 22 (木) (日) (火) (金) (月) (月) ２次入検 22

23 (木) (土) (火) (祝) 海の日 (日) (水) 23 (金) (祝) 勤労感謝の日 (水) 球技大会　　 (土) ①②Ｂ模試 (祝) 天皇誕生日 (火) ２次合格発表 23

24 (金) (日) (水) (祝) スポーツの日 (月) (木) 24 (土) (火) (木)
終業式
体験活動発表会

(日) (水) ﾜｰﾌﾟﾛ・文書ﾌﾟﾚｾﾞﾝ (水) 終業式 24

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

26 (日) (火) 基礎力診断テスト (金) (日) (水) (土) 体育祭 26 (月) (木) (土) (火) (金) 予餞会・式予行 (金) 26

27 (月) (水) (土) 学校閉庁日 (月) (木) (日) 27 (火) (金) (日) (水) (土) (土) 27

28 (火) (木) (日) (火) (金) (月) 体育祭振休 28 (水) (土) 学校閉庁日 (月) (木) 漢字検定　 (日) (日) 28

29 (祝) 昭和の日 (金) (月) (水) (土) ＧＴＥＣ (火) 29 (木) (日) (火) (金) 3年学年末考査 (月) 29

30 (木) (土) (火) (木) (日) (水) 30 (金) (月) 期末考査 (水) 学校閉庁日 (土) (火) 30

31 (日) (金) (月) 31 (土) (木) (日) (木) 31
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習

総
合
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備
考

備
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令和2年5月22日

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

レクリエーション4/9
美人林清掃

進路ガイダンスⅠ5/19 高大連携事業6/ 進路ガイダンスⅡ7/3
企業学校訪問7/10

インターンシップ(2年) まちの産業発見塾
                 (1年)10/14

体験活動発表会12/24 進路体験発表会2/16
進路ガイダンス(2年)2/26

原付通学許可式
交通安全指導4/23～5/8
1学年ＰＴＡ 4/7
第1回PTA役員会

ＰＴＡ総会 第2回ＰＴＡ役員会
ワックスがけ 6/8,9,10
                   ・・・延期

第3回ＰＴＡ役員会交通安全指導9/18～9/30 特編授業12/～

本校 3/1  卒業式予行

3/2 卒 業 式

3/1 定時制卒業式
5/21～ 授業再開


