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【交通案内】�
■徳山駅前より防長バス�
　大学高専行き、高専正門下車�
　久米温泉口行き、大学高専下�
　下車、徒歩10分�
■櫛ヶ浜駅前より防長バス�
　徳山高専行き、校内で下車�
■山陽自動車道徳山東インターから車で5分�

学校行事　平成18年度　2006

First Sem
ester

前
期�

Seco
n
d
 Sem

ester

後
期�

 4月1日～3日 春季休業�
 4月4日 第33回入学式・第12回専攻科入学式�
 4月5日 始業�
 4月10日～11日 1年生合宿研修�
 4月27日～28日 情報電子工学科3年合宿研修�
�
 5月25日～31日 前期中間試験�
 �
 6月7日 開校記念日�
 6月10日 クラスマッチ�
 6月24日 保護者会�
 6月24日 専攻科入学試験（推薦）�
�
 7月7日～9日 中国地区高専体育大会（津山・宇部・松江）�
 7月20日 終業�
 7月21日～8月31日 夏季休業�
 7月24日 ４学年編入学試験（工業高校卒業）�
�
 8月1日～12日 全国高専体育大会（舞鶴）�
 8月23日 校内見学会（第1回）�
�
 9月1日 始業�
 9月4日～12日 前期末試験�
 9月21日 前期授業終了�
 9月25日～29日 臨時休業�
 �
�
 10月2日 後期授業開始�
 10月6日 クラスマッチ�
 10月7日～8日 全国高専プログラミングコンテスト（茨城）�
 10月10日～13日 土木建築工学科3年集中測量実習�
 10月14日 専攻科入学試験（学力）�
 10月14日～15日 アイデア対決・ロボットコンテスト中国地区大会（広島）�
�
 11月3日～4日 高専祭�
 11月6日 臨時休業�
 11月11日 校内見学会（第2回）�
 11月17日～18日 全国高専デザインコンペティション（都城）�
 11月26日 アイデア対決・ロボットコンテスト全国大会（東京）�
 11月30日～12月6日 後期中間試験�
�
           12月15日 学生会役員選挙�
 12月16日 クラブ対抗駅伝�
 12月22日 終業�
 12月25日～1月7日 冬季休業�
�
 1月9日 始業�
 1月27日 推薦入学試験�
�
 2月5日～13日 後期末試験�
 2月18日 学力入学試験�
 2月19日 臨時休業�
 2月22日 終業�
�
 3月1日～19日 臨時休業�
 3月13日 第29回卒業式・第11回専攻科修了式�
 3月20日～31日 学年末休業�
 3月26日～30日 再試�
�
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