
岡山県立井原高等学校　令和元年度　行事予定（南校地）　４～９月

新任者紹介 即位の日 県総体 第２回定期考査① 家ク全国大会（兵庫）
第1回職員会議(合同) 技術検定1級実技（洋）3年 人権教育教員研修会
課,科,学年等会議

国民の休日 県総体 第２回定期考査② 家ク全国大会（兵庫） 全校集会
教職員検診（南校地）9:00～

部顧問会議(9:00～) 憲法記念日 aenn 第２回定期考査③ いろは祭

みどりの日 第２回定期考査④ いろは祭

第２回職員会議(13:00) 子どもの日 適性検査説明会(1～3年) 第２回定期考査⑤
学年会議 地区別進学説明会(笠岡) 技術検定1級筆記（保育）

産業まつり 振替休日 歯科検診9:30～ 技術検定2級実技（和） 午前中授業，午後体育祭予行

芳井中ﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾄ14:15～
通知票発送

産業まつり 地区別進学説明会(矢掛) 体育祭
ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ競技県大会（井原）

転退任式　新任式　始業式 　 検尿２次 技術検定1級実技（和） 特別授業（～18日） 家ク指導者養成講座(閑谷)
学校生活心構え講座(1年) ストップイット講習会

入学式場準備，2,3年ｸﾗｽ写真

入学式 検尿２次 家ク指導者養成講座(閑谷) 代休（9/7)
臨時P役員会 生徒総会⑥ 体育祭予備日
適性検査2・3年
新入生歓迎会 眼科検診13:45～ 農ｸ県連幹部講習会（～11日） 代休（9/7雨天時)
基礎力診断ﾃｽﾄ(1～3年) 農ｸ県連役員総会

家ｸ総会①～④
適性検査1年・内科検診13:30～ 備中支部総体中心日 山の日
45分授業（～19日）

身体計測（PM) 備中支部総体中心日 卒業生懇談会(3年) 技術検定1級筆記（被・食） 振替休日
1年心電図・Ｘ線・血液・血圧（AM) 教育相談日 原票提出
各種委員会 地区別進学説明会(神辺)

考査時間割発表 球技大会 技術検定2級実技（食） 閉庁日①

第３回職員会議 農ｸﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ発表県大会 閉庁日②
漢字検定

志望理由書書き方講座(3年) 授業公開ＤＡＹ 海の日 閉庁日③
教育相談日 秘書検定

耳鼻科検診13:30～ 閉庁日④ 敬老の日
就職採用試験開始

午前中授業 ２年修学旅行① 第５回職員会議

教育相談日
検尿1次 第１回定期考査① ２年修学旅行② 教育相談日

PTA総会

検尿1次 ２年修学旅行③ 全校集会
ﾎﾞｲｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ(3年) １学期授業終了

代休（5/18） ２年修学旅行④ 技術検定1級実技（食）

１年宿泊研修① 第１回定期考査② 代休（6/15)

１年宿泊研修② 第１回定期考査③ 教育相談日

１年代休（4月21日) 第１回定期考査④ 農ｸ意見発表県大会 秋分の日
1日研修（2･3年）

プレゼン講座(3年) 考査時間割発表 農業情報処理競技県大会
教育相談ワークショップ(１年)

内科検診13:30～ 測量競技県大会（平板） 集中力向上講座(1年)

同窓会講演会（PM）

教育実習(～6/7，～6/14) 中高連絡会 技術検定1・2級実技（保育）

芸術鑑賞会 技術検定2･3級筆記（被・食） 教育相談日 オープンスクール（北校地）

昭和の日 仮想体験ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ(2年) 技術検定2級実技（洋） 農ｸ常任理事会・ｸﾗ代

国民の休日 歯科検診9:30～ オープンスクール 第６回職員会議（合同）

眼科検診13:45～ オープンスクール(予備）

農業クラブ総会 球技大会 薬物乱用防止講演会 家庭ｸﾗﾌﾞＨＰ校内発表大会

3年ﾏﾅｰ講座(特別時間割中)
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