
在学生開寮

入学式 中間試験実施期間
新入生入寮

旧盆

夏季一斉休業

フルフライトシミュレーターツアー（夏季）選抜申込期間 薬物に関する講演会（1年生）（仮）

九州沖縄地区高専体育大会（卓球） 全学停電（学生寄宿舎含む）法定点検8:30～11:00予定

臨時休講日（体育祭の振替休日）

睡眠に関する講演会（全学年対象 中間試験再試験実施期間 前期期末試験

開校記念日（授業日） キャリア講演会（２年）（仮） 専攻科学力選抜

校長講話（１年生） 沖縄高専交通安全祈願の日 山の日 合宿受入予定（寮）
校長・主事会議

カウンセラー講話（１年生） 校長・主事会議 キャリア講演会（３年）（仮）

専攻科推薦選抜 運営企画会議
高専生サミット

入学者選抜判定会議（専攻科学力） 校長・主事会議
キャリアセミナー（４年） 臨時休講日
Hyper-QU（１～３年生） フルフライトシミュレーターツアー（夏季）

校長・主事会議 全国高専体育大会 （仮）

運営企画会議 運営企画会議 試験返却日
学生寮居室点検・清掃（寮）

寮生自衛消防隊説明会（予定 ）(寮) 入学者選抜判定会議（専攻科推薦） 前期末全校集会
校長・主事会議 学生寮月例大清掃（寮）

性に関する講演会（２年生）

第1回寮生会（予定）（寮） 学校説明会（那覇） 予備日 閉寮式 敬老の日
１年生中間試験等対策実践講座 校長・主事会議 閉寮前大清掃（寮）

学生寮月例大清掃（寮） 運営企画会議 学生寮月例大清掃（寮） 閉寮
カウンセラー講話（２年生） １年生中間試験等対策実践講座 運営企画会議 サマースクール
運営企画会議 寮見学ツアー予定（寮）

航空教室（予定）
学生寮第1回特例大清掃（寮） 教員会議

学生寮月例大清掃（寮） 夏季休講
キャリアセミナー（４年）
教員会議

校長講話（５年生・専攻科生） オープンキャンパス
寮見学ツアー（予定）（寮）
航空教室、航空部品展示（予定）

慰霊の日（休講日） 教員会議 秋分の日
開寮

学生寮避難訓練（寮） こころと体の健康調査 公開授業週間 開寮式
教員会議

後学期開始

寮居室見学会（寮） 学級懇談会・保護者面談 教員会議
教員会議

学校説明会（宮古）

性に関する講演会（１年生） 寮整備（予定）（寮）

水曜日の授業 キャリア教育センター長講話（2年合同）
仮：体育祭（登校日）

予備日 進路相談会

中間試験（複数同時実施科目） 中学校教員等対象説明会

産学連携協力会総会 第１回定期学生会議会（仮） 後援会総会 第２回定期学生会議会（仮） 校内美化清掃（学生会主催） 進学相談会
備 部活動紹介(学生会主催) 地域清掃(学生会主催) 交通安全旬間（20日まで）（学生会主催）

校内美化清掃（学生会主催）
考 地域清掃(学生会主催)

フルフライトシミュレーターツアー（夏季）選抜試験

31 木月31水31

30 土水3030 日30 金30 火30 日

29 金29 火土2929 木29 月29 土 昭和の日

28 木28 月28 金28 水日28 金 28

27 水日2727 木27 火27 土27 木

火2626 土26 水26 月26 金 県高校総体26 水

25 木 25 月金2525 火25 日25 火

24 日24 木24 月24 土24 水24 月

土2323 水23 日23 金23 火23 日

22 金22 火土2222 木22 月22 土

21 木21 月21 金 九州沖縄地区高専体育大会(硬式野球)水2121 金 21 日

水2020 日20 木20 火20 土20 木

19 火土1919 水19 月19 金19 水

18 日木18 火 18 18 月18 金18 火

17 土 学生寮第2回特例大清掃（寮）17 水17 月

16 金火

17 日17 木海の日17 月

16 土16 水16 日16 日 16

金1515 火15 土15 木15 月15 土

木1414 月14 金 九州沖縄地区高専体育大会（予定）14 水14 日14 金

13 水13 日13 木13 火13 土

交通安全講習会（３年生以上・専攻科含む）

13 木

12 火12 土12 水12 月12 金12 水

月1111 金11 火11 日11 木11 火

10 日10 木10 月 TOEIC・IPテスト
(5年生および航空技術者プログラム履修希望者)

10 土水10 月 10

9 火 9 土水99 日9 金

九州沖縄地区高専体育大会（ハンドボール）

9 日

8 金8 火土 学生寮第3回特例大清掃（寮）88 木8 月8 土

7 木月 予備日77 金7 水7 日7 金

交通安全講習会（2年生以下）
6 水6 日木

水 健康診断

66 火6 土

教科書販売、新入生のノートＰＣ設定会

4 日

6 木 全学年授業開始

5 火5 土水55 月5 金 こどもの日5

4 月4 金 予備日火44 木 みどりの日

入寮式・開寮式・対面式
PC設定会

4 火 健康診断、課題確認試験（数学・本科１年）   
教科書販売、新入生のノートＰＣ設定会
図書館利用講習会（2年生予定）
航空技術者プログラム履修者対象説明会（2/3/4/5年生/専攻科1年生）

3 月 オリエンテーション

土 学校説明会（石垣）22 水 金曜日の授業2 日2 金2 火

3 日予備日33 土3 水 憲法記念日 木3 月

2 日

1 火

平成２９年度沖縄工業高等専門学校行事予定表（平成２９年６月２０日現在）

1 土 1

4月 5月 6月 7月 8月 9月
1 土1 木1 月 金



元日

航空技術者プログラム履修者選抜願書受付期間（案） 臨時休講日（高専祭の振替休日）

文化の日 ロボコン全国大会

仮：高専祭（登校日） 火曜日の授業 仕事始め
校長年頭挨拶

予備日 研修旅行（３年）

消防避難訓練 臨時休講日（高専祭の振替休日） 予備日 九州地区総合技術研究会
ブックハンティング（図書館及び学生図書委員会） キャリア講演会（1年合同）

月曜日の授業 予備日 進級認定会議（予定）

プログラミングコンテスト（仮） キャリア講演会（２年） 予備日 成人の日 学期末試験（本科5年・専攻科） 入学説明会（予定）
（～９日まで） フルフライトシミュレーターツアー（冬季）選抜試験（案） フルフライトシミュレーターツアー（冬季）案 開寮 予備日（本科1～4年）

体育の日 専攻科社会人選抜・２次募集 開寮式 学期末試験（本科1～4年）
学生寮第5回特例第清掃（寮） 月曜日の授業

パソコン甲子園（仮）～12日まで 校長・主事会議 学習到達度試験（予定） 建国記念の日
予備日

校長・主事会議

校長・主事会議 入学者選抜判定会議（専攻科社会人） 本科推薦選抜 試験返却日（本科5年・専攻科）
第１回業界研究会 仮：県高校新人体育大会（サッカー）～15日 校長・主事会議
キャリア講演会（２年）

運営企画会議

学校説明会（那覇） 金曜日の授業 運営企画会議 校長・主事会議 専攻科修了認定会議（予定）
運営企画会議

校長・主事会議 （仮）寮祭（寮） 運営企画会議 試験返却日（本科1～4年）
第2回業界研究会

中間試験（複数同時実施科目） 入学者選抜判定会議（本科推薦） 卒業式
学生寮月例大清掃（寮） 専攻科修了
キャリアセミナー（４年）

学生寮月例大清掃（寮） 本科編入学試験 仮：県高校新体育大会（サッカー）～２０日 本科学力選抜
運営企画会議

本科専門実習による選抜一次選考判定会議 運営企画会議
第５ブロック校長・事務部長会議

航空技術者プログラム履修者選抜判定会議（案） 教員会議 本科専門実習による選抜 臨時休講日 教員会議

学生寮第4回特例第清掃（寮） 中間試験実施期間 学生寮居室点検・清掃（寮） 臨時休講日 春分の日
入学者選抜判定会議（本科学力）

入学者選抜判定会議（本科編入学） 試験返却日（本科1～4年）

TOEIC・IPテスト（3年生） 勤労感謝の日 天皇誕生日
閉寮式 教員会議
閉寮前大清掃（寮）

TOEIC・IPテスト（4年生） 教員会議 閉寮 入学者選抜判定会議（本科専門実習） 閉寮式
寮生自衛消防隊説明会（予定）（寮） 教員会議 閉寮前大清掃（寮）

キャリア講演会（３年）（仮） 冬季休講 寮長・副寮長選挙（寮） 閉寮
キャリア講演会（４年） 第2回寮生総会（寮）
教員会議
航空技術者プログラム履修者確定日（案）

冬季一斉休業 全国高専英語プレゼンテーション
コンテスト（～28日まで）

木曜日の授業 仕事納め 卒業判定会議（予定）

ロボコン九州沖縄地区大会 キャリア講演会（１年）

（仮）学生寮避難訓練（寮）

インターンシップ報告会 辺野古区民運動会（11/5予定） 学生会主催イベント（仮） キャリア講演会（５年、専攻科２年）
第３回定期学生会議会（仮） 校内美化清掃（学生会主催） 校内美化清掃（学生会主催） 卒業式２部式（学生会主催）

ツーデーマーチ（学生会参加）
地域清掃(学生会主催)

31 土31 水31 日31 火

30 金30 火30 土30 木30 月

木29月2929 金29 水29 日

28 水28 水28 日28 木火2828 土

27 火火2727 土27 水27 月27 金

月2626 月26 金26 火26 日26 木

25 日日2525 木25 月25 土25 水

火24 24 土24 土24 水24 日24 金

23 金終業式23 金23 火23 土23 木23 月

学生寮居室点検・清掃（寮）
22 木22 木22 月22 金22 水22 日

2121 土 21 水21 水21 日21 木火

火20 土20 水20 月 2020 火20 金

19 月19 月 臨時休講日金1919 火19 日19 木 航空技術者プログラム履修者選抜（案）

航空技術者プログラム履修者選抜（案）

18 日18 日18 木18 月土1818 水

17 土17 土水1717 日17 金

フルフライトシミュレーターツアー（冬季）選抜申込期間
（案）

17 火

16 金16 金16 火16 土木1616 月

木1515 木15 月15 金15 水15 日

水1414 水14 日14 木14 火14 土

1313 金 火13 火13 土水1313 月

12 月月 振替休日1212 金12 火12 日12 木

日1111 日11 木11 月11 土11 水

土1010 土10 水10 日10 金火10

9 金金99 火9 土9 木9 月

8 木8 木8 月金88 水8 日

77 土 水7 水 木曜日の授業日77 木7 火

6 火6 火土66 水

55 日5 木

6 月6 金

5 月5 月5 金火

4 水 4 日4 日4 木月44 土

3 土土33 水3 日3 金

22 月

3 火

火2 土2 木

1 木木11 月1 金1 水1 日

金金22

平成２９年度沖縄工業高等専門学校行事予定表（平成２９年６月２０日現在）

10月 11月 12月 1月 2月 3月
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