平成30年度

年間行事計画（生徒配布用）
2018/5/1

４月

５月

６月

７月

6 (金) 始業式，物品購入，入寮説明会

3 (木) 陸上記録会③

2

(土) 後援会明光祭実行委員会①

1 (日) 英検二次①

7 (土) 入学式，保護者オリエンテーション，戴帽戴章式

7 (月) 中１校長講話

3

(日) 英検一次①，おんがくのたねまきコンサート

2 (月) 中２校長講話

9 (月) 確認テスト(～10日)

8 (火) カノッサ祝日ミサ，尿検査②，高体連バド(～9日)

6

(水) 英単語検定②，中高歯科検診

4 (水) 英単語検定③

9 (水) 英単語検定①，高体連陸上・剣道

8

(金) 校内合唱コンクール，IH予選剣道

6 (金) 県選手権陸上(～8日)

11 (水) 身体測定，証明写真
14 (土) 陸上記録会①(～15日)

10 (木) 高体連テニス(～11日)

9 (土) 漢字検定①

16 (月) 高３校長講話

14 (月) 中間考査(～16日)

14 (木) 南九州陸上(～17日)

13 (金) スポーツデイ(～14日)

7 (土) 第４土曜振替休日，体験入学

17 (火) 全国学力調査(中３)

16 (水) 出水伊佐中体連陸上

16 (土) GTEC①高３

15 (日) 出水伊佐中体連バド(～16日)，学生合同茶会

18 (水) 胸部レントゲン

17 (木) 校内スケッチ大会

18

19 (木) 内診(中)

19 (土) 後援会後援会

19 (火) 高２期末考査(～22日)

20 (金) 終業式

20 (金) 文化部公演

21 (月) 高１校長講話

20 (水) 中２期末考査(～22日)

21 (土) 前期課外(～28日)，県中総体陸上(～22日)

21 (土) 陸上記録会②(～22日)

23 (水) 校内英語暗唱大会，IH予選テニス(～27日)

23 (土) 第４土曜休日

23 (月) 県中総体バド(～24日)

22 (日) 一日里親

24 (木) バドIH予選(～26日)

27 (水) 期末考査(～30日)，高２修学旅行(～30日)

28 (土) 伊佐市夏祭り

23 (月) 中３校長講話

26 (土) 第４土曜休日，南日本中学陸上(～27日)

28 (木) 中２国際理解研修(～30日)

29 (日) 第3回明光杯小学生英語暗唱大会

24 (火) 尿検①

30 (水) 聖母祭

26 (木) 心電図，内診(高)

31 (木) IH予選陸上(～6月3日)

(月) 高２校長講話

17 (火) 土曜校時

30 (月) 高３課外(～8月3日)，高２学習合宿(～8月1日)

27 (金) 一日遠足
28 (土) 第４土曜休日

８月

９月
4 (土) 第４土曜振替休日

１０月

１１月

1 (土) 始業式，確認テスト，後援会明光祭実行委員②

1 (月) 中１校長講話

1 (木) 創立記念日

12 (日) 私立中高フェア

3 (月) 確認テスト

3 (水) 出水伊佐地区駅伝，英単語検定④

2 (金) 校内駅伝大会予備日

17 (金) 高３模試(～18日)

7 (金) 地理基礎力テスト①

4 (木) 高体連剣道・テニス(～5日)

3 (土) 中新人バド(～4日)

6 (土) 第４土曜振替休日，英検一次②

4 (日) 英検二次②

20 (月) 後期課外(～30日)

15 (土) 明光祭前夜祭

21 (火) 死者ミサ，漢字検定②

16 (日) 第58回明光祭

11 (木) 中間考査(～13日)

5 (月) 中２校長講話

22 (水) 中１自然教室（～24日）

18 (火) 振替休日（9月16日)

13 (土) 高新人テニス(～17日)

6 (火) 小中音楽学習発表会

23 (木) 中２保育体験（～24日）

19 (水) 土曜校時

15 (月) 高１校長講話

7 (水) 英単語検定⑤

26 (日) 奉仕作業，JOC県予選

21 (金) 高新人陸上(～23日)

20 (土) オープンスクール，県中陸上

31 (金) 振替休日(8月26日)

22 (土) 第４土曜休日，明光祭予備日

25 (木) 高新人バド(～27日)

15 (木) 中学校 秋の遠足

29 (土) 私学振興大会

27 (土) 校内駅伝大会

17 (土) 中学校・高校保護者研修会

8 (木) 県中学駅伝

19 (月) 高２校長講話
24 (土) 第４土曜休日
27 (火) 期末考査(～12月1日)

１２月

１月

２月

３月

1 (土) GTEC③高１・２

3 (木) 高３冬季課外(～1月6日)

4 (月) 中３校長講話

2 (土) 高校褒賞式，中３修学旅行(～6日)

2 (日) 報徳学園招待クリスマス

5 (土) 中学入試Ａ日程

5 (火) 26聖人ミサ

3 (日) 高校卒業式

5 (水) 英単語検定⑥

8 (火) 始業式，確認テスト(～9日)

6 (水) 英単語検定⑦

4 (月) 振替休日(3月3日)

10 (月) 高３校長講話

11 (土) 地理基礎力テスト②

19 (火) 学年末考査(中学:～21日，高校:～22日)

14 (金) 高新人剣道(～15日)

12 (土) 漢字検定③

22 (金) 中学校お別れ遠足

10 (日) チャリティーコンサート

15 (土) 学校クリスマス

19 (土) センター試験(～20日)

23 (土) 第４土曜休日

14 (木) 中学褒賞式

21 (木) 終業式

21 (月) 高３卒業試験(～23日)

24 (日) 英検二次③

15 (金) 中学卒業式

22 (土) 第４土曜休日

26 (土) 第４土曜休日，高校一般入試

17 (日) スプリングコンサート

23 (日) 高２冬季課外(～12月27日),高３冬季課外(～12月29日)

27 (日) 中学入試Ｂ日程，英検一次③，地区対抗女子駅伝

20 (水) 修了式

25 (火) クリスマス休暇

7 (木) 英単語検定⑧

23 (土) 第４土曜休日

27 (木) ウインタースクール
※行事は都合により変更になる場合もあります。ご了承ください。

