
2018 ver.4(10月13日更新）

1 (月) 1 (木) 1 (土) [選択学習日] (※C1) 1 (火) 元日 1 (金) 1 (金)

2 (火) 2 (金) 2 (日) (※C1) 2 (水) 2 (土)
5年・S2年後期期末試験

2 (土)

3 (水) 3 (土) 文化の日 3 (月) 3 (木) 3 (日) 3 (日)

4 (木) 4 (日) 4 (火) 4 (金) 4 (月)
5年・S2年後期期末試験

4 (月)

5 (金) 5 (月) 創立記念日 5 (水) 5 (土) 5 (火)
5年・S2年後期期末試験

5 (火) 自宅学習日 　(※31)

6 (土) [選択学習日] 6 (火) 10/21の代休 6 (木) 6 (日) 6 (水)
5年・S2年後期期末試験

6 (水) 第1次進級判定会議 　(※31)

7 (日) (※A1) 7 (水) 月曜時間割 7 (金) 7 (月) 7 (木)
5年・S2年後期期末試験

7 (木) 　(※31)

8 (月) 体育の日 8 (木) 8 (土) [選択学習日] 8 (火) 8 (金)
5年・S2年後期期末試験
2年生後期期末試験

8 (金)
登校日[１～4年生]
成績開示・大掃除等

　(※32)

9 (火) 9 (金) 9 (日) 9 (水) 9 (土) [選択学習日](1・3・4・S1) 
2年生後期期末試験

9 (土) 第2次卒業判定会議　 　(※32)

10 (水) 10 (土) [選択学習日] 10 (月) 後期中間試験 10 (木) 10 (日) 10 (日)

11 (木) 月曜時間割 11 (日) 11 (火) 後期中間試験 11 (金) 11 (月) 建国記念の日 11 (月) 補講・再試期間

12 (金) 12 (月) 12 (水) 後期中間試験 12 (土) 12 (火)
2年生後期期末試験

12 (火) 補講・再試期間

13 (土) [選択学習日] 13 (火) 13 (木) 後期中間試験 13 (日) [選択学習日] 13 (水)
2年生後期期末試験

13 (水) 補講・再試期間

14 (日) 14 (水) 14 (金) 後期中間試験 14 (月) 成人の日 14 (木)
2年生後期期末試験

14 (木) 補講・再試期間

15 (月) 15 (木) 15 (土) 後期中間試験 15 (火) 15 (金) 15 (金) 式の予行練習等

16 (火) 16 (金) 16 (日) 16 (水) 16 (土)
後期期末試験(1・3・4・S1)
５年生卒研発表会

16 (土)

17 (水) 17 (土) [選択学習日] (※B1) 17 (月) 17 (木) 17 (日) 17 (日)

18 (木) 高専名張祭・準備(授業あり) 18 (日) (※B1) 18 (火) 18 (金) 18 (月)
後期期末試験(1・3・4・S1)
2年研修旅行(2/22まで)

(※23) 18 (月) 春期休暇(4/7まで)

19 (金) 高専名張祭 19 (月) 19 (水) 19 (土) 19 (火) 後期期末試験(1・3・4・S1) (※23) 19 (火)

20 (土) 高専名張祭 20 (火) 20 (木) 20 (日) [選択学習日] 20 (水) 後期期末試験(1・3・4・S1) (※21)
(※23)

20 (水) 　(※31)

21 (日) 高専名張祭 21 (水) 21 (金) LHR・大掃除 21 (月) 21 (木)
(※21)
(※23)

21 (木) 春分の日

22 (月) 22 (木) 22 (土) [選択学習日] 22 (火) 22 (金) 後期期末試験(1・3・4・S1)
(※21)
(※23)

22 (金) 第2次進級判定会議 　(※31)

23 (火) 23 (金)
(※
B2)

23 (日) 天皇誕生日 23 (水) 23 (土) 5年生[登校日・大掃除等] 23 (土)

24 (水) 24 (土)
近畿地区高専英語プレコン 

[選択学習日]
(※B2) 24 (月) 振替休日 24 (木) 24 (日) 24 (日)

25 (木) 25 (日) (※B3) 25 (火) 冬期休暇(1/7まで) 25 (金) 25 (月) 特別時間割(1～4・S1)
補講・再試期間

(※22) 25 (月)

26 (金) 26 (月) 26 (水) 26 (土)
(※11)
(※12)

26 (火) 特別時間割(1～4・S1)
補講・再試期間

(※22) 26 (火)

27 (土) 27 (火) 27 (木) 27 (日)
[選択学習日] (※11)

(※12)
27 (水) 特別時間割(1～4・S1)

補講・再試期間
(※22) 27 (水)

28 (日) 高専ロボコン近畿大会（@近畿大学）  28 (水) 28 (金) 28 (月) 28 (木) 補講・再試期間 (※22) 28 (木)

29 (月) 29 (木) 29 (土) 29 (火) 29 (金)

30 (火) 30 (金) 30 (日) 30 (水) 30 (土)

31 (水) 31 (月) 31 (木) 31 (日)

近畿大学工業高等専門学校

補講・再試期間

(4年進学・他希望者・特進)学力試験
上記を受験しない学生は自宅学習日

勤労感謝の日
　近畿地区高専英語プレコン 

2018年度　学校行事予定表　(後期)　改定版
2 月 3 月

入学説明会
(新入生・編入生対象)

2年生後期期末試験
専攻科２年特別研究発表会

高専名張祭・後片付け(授業あり)

1 月10 月 11 月

(※C1)　近大入試の名張試験会場
(※)　進路ガイダンス(4年・S1年)

三重県福祉協議会
(＠大教室・111教室・121教室)

12 月

(※31):1～4年生登校禁止
(※32)：5年生登校禁止

卒業・修了証書授与式
(本科5年生、専攻科2年生)

(※A1)：第2種電気工事士筆記試験日(下期)
(※A2):(第3日曜予定)情報処理技術者試験

・高専プログラミングコンテスト2018本選(10/27-28)

(※B1)　近大入試の名張試験会場
（※B2）：近畿高専英語プレコン(＠近大高専)

(※B3)　電気通信の工事担任者資格試験日②

(※11)：全国英語プレコン(1/26-27)
(※12)：近大入試の名張試験会場
(※13)：A日程入学試験
(※14)：B日程入学試験

(※21)：5年生登校禁止
(※22)：通常授業・予備日
(※23)：2年生研修旅行
(※)　進路ガイダンス(4年・S1年)

(授業あり)
ロボコン大会準備（@近大）

ロボコン大会準備（@近大）
[選択学習日]

後期期末試験(1・3・4・S1)
第1次卒業判定会議

※ 2年生後期期末試験：　2月2日（土）～2月8日（金）　➡　2月8日（金）～2月15日（金）へ変更
※ 1年，3年，4年，専攻科1年生後期期末試験：　2月12日（火）～2月18日（月）　➠　2月16日（土）～2月22日（金）へ変更




