
 2020年度　ＹＩＣ公務員専門学校　年間行事予定

1 (水) 授業開始（公務員学科・総合２年） 1 (金) 1 (月) 1 (水) 自衛官ガイダンス（公務員学科） 1 (土)
公務員模擬試験第６回【外部一般】
公務員土曜講座
小野湖清掃ボランティア

1 (火) 1 (木) 1 (日) 1 (火) 1 (金)
元日
学校閉館

1 (月) 1 (月)

2 (木) 2 (土) 2 (火) レノファ山口ボランティア 2 (木)
公開模擬試験（警察官・消防官）
（公務員・総合２年）

2 (日) オープンキャンパス 2 (水) 2 (金) 2 (月) 2 (水) 2 (土) 学校閉館 2 (火) 2 (火)

3 (金) 3 (日) 憲法記念日 3 (水) 3 (金) 岩国刑務所見学（総合１年） 3 (月)
インターンシップ（総合１年）
夏期セミナー（周南）～
公務員模擬試験第６回

3 (木) 3 (土) オープンキャンパス 3 (火)
文化の日
[総合]おごおり福祉祭り
ボランティア（１年）

3 (木) 3 (日) 学校閉館 3 (水) 3 (水)

4 (土) オープンキャンパス 4 (月) みどりの日 4 (木) 4 (土)
公務員土曜講座
レノファ山口ボランティア

4 (火)
学内模試第１０回（公務員・総合２年）
インターンシップ（総合１年）
山口県警察ＰＯＬＩＣＥアカデミー見学

4 (金) 4 (日)
小郡福祉まつりボラン
ティア（総合１年）

4 (水) 4 (金) 4 (月) 学校閉館 4 (木)
ＡＥＤ講習会（公務員学
科）

4 (木) 表彰式

5 (日) 5 (火) こどもの日 5 (金) 5 (日) 全国経理学校協会簿記検定試験 5 (水) 5 (土) 5 (月) 5 (木) 5 (土) 公務員土曜講座 5 (火) 5 (金) ＡＥＤ講習会（総合１年） 5 (金) 卒業式

6 (月)
学内模擬試験第１回（公務員・総合
２年）

6 (水) 振替休日 6 (土)
公務員土曜講座（基礎答案練習
会）

6 (月) 6 (木) インターンシップ（総合１年） 6 (日)
国家一般職【高卒】一次試験
税務職員【高卒】一次試験

6 (火) 6 (金) 6 (日) オープンキャンパス 6 (水) 6 (土) 秘書検定試験 6 (土) 公務員土曜講座

7 (火) 7 (木)
学内模擬試験第３回
（公務員・総合２年）

7 (日) レノファ山口ボランティア 7 (火) 7 (金)
学内模擬試験第１１回（公務員・総合２
年）

7 (月) 7 (水) 7 (土) オープンキャンパス 7 (月) 7 (木) 7 (日) 7 (日) オープンキャンパス

8 (水) 2020年度入学式 8 (金) 門司税関ガイダンス 8 (月)
学内模擬試験第６回
（公務員・総合２年）

8 (水) 福岡県警察官ガイダンス（門司署） 8 (土) オープンキャンパス 8 (火) 8 (木) 8 (日) 8 (火) 8 (金) 8 (月) 8 (月)

9 (木)
オリエンテーション
公務員模擬試験第１回

9 (土)
公務員模擬試験第１回【外部一般】
レノファ山口ボランティア

9 (火) 9 (木) 9 (日) 9 (水) 9 (金) 9 (月) 9 (水) 9 (土) 公務員土曜講座 9 (火) 9 (火)

10 (金) 10 (日)
山口県警察視閲式見学
海上保安学校特別、広島県警一次試験

10 (水) 10 (金) 公務員模擬試験第５回 10 (月) 山の日 10 (木) 10 (土)
公務員土曜講座（面接
対策講座）

10 (火) 10 (木)
交通安全学習館　体験学習
（総合１年）

10 (日) 10 (水)
進学フェアボランティア
（総合１年）

10 (水)

11 (土)
公務員模擬試験第１回【外部一般】
公務員土曜講座

11 (月) 11 (木) 11 (土) 公務員模擬試験第５回【外部一般】 11 (火) 11 (金) 11 (日)
ＹＩＣ介護ホーム第３希
望苑秋祭りボランティア

11 (水) 11 (金)
交通安全学習館　体験学習
（公務員学科）

11 (月) 成人の日 11 (木) 建国記念の日 11 (木)
入学前オリエンテーショ
ン

12 (日) 12 (火) 12 (金) 公務員模擬試験第４回 12 (日) 12 (水) 12 (土)
裁判所職員（高卒程度）一次試験
オープンキャンパス

12 (月) 12 (木) 12 (土)

オープンキャンパス＋Xmas会
公務員土曜講座
Xmas会ボランティア参加（総合１
年）

12 (火) 12 (金) Ｗｏｒｄ試験（総合２年） 12 (金)

13 (月) 宿泊研修（総合２年） 13 (水) 13 (土)
オープンキャンパス
公務員模擬試験第４回【外部一般】

13 (月) オープンキャンパス 13 (木) 学校閉館 13 (日) 13 (火) 13 (金) 13 (日) 13 (水) 13 (土) 公務員土曜講座 13 (土)

14 (火) 宿泊研修（総合２年） 14 (木) 14 (日) 14 (火) 14 (金)
学校閉館・ＹＩＣ同窓会（山口グランドホ
テル）

14 (月) 14 (水) 14 (土) 14 (月) 14 (木) 14 (日)
Ｅｘｃｅｌ試験（総合２年・
公務員学科））

14 (日)

15 (水) 福岡県警察官ガイダンス（小倉署） 15 (金) 山口県庁・山口県警本部見学（公務員） 15 (月) スポーツ大会（総合１年）【仮】 15 (水)
学内模擬試験第８回（公務員・総合
２年）

15 (土) 学校閉館 15 (火) 15 (木) 15 (日) 15 (火) 15 (金) 15 (月) 15 (月)

16 (木) 16 (土) 公務員土曜講座 16 (火) 16 (木) プレゼンテーション大会（総合１年） 16 (日) 16 (水) 敬老の日 16 (金) 16 (月) 16 (水) 16 (土) オープンキャンパス 16 (火)
漢字検定試験
文章検定試験
全経簿記試験

16 (火)

17 (金) 山口県警察官ガイダンス 17 (日) レノファ山口ボランティア 17 (水) 山口県庁・県警本部見学（公務員） 17 (金) 山口県地方検察庁見学（総合１年） 17 (月) 夏期セミナー（宇部）～ 17 (木)
海上・航空自衛隊航空学生一次試
験

17 (土) 17 (火) 17 (木) 17 (日) 17 (水) 17 (水)

18 (土) 18 (月)
学内模擬試験第４回
（公務員・総合２年）

18 (木) 山口県議会傍聴（公務員学科） 18 (土) オープンキャンパス 18 (火) 18 (金) 自衛官候補生一次試験 18 (日)
一部警察官、市町村（初
級）一次試験
オープンキャンパス

18 (水) 18 (金) 18 (月) 18 (木) 18 (木)

19 (日) オープンキャンパス 19 (火) 19 (金)
学内模擬試験第７回
（公務員・総合２年）

19 (日) 19 (水) オープンキャンパス 19 (土)
公務員土曜講座(直前答案練習会）
自衛官一般曹候補生一次試験
オープンキャンパス

19 (月) 19 (木) 19 (土) 19 (火) 19 (金) 19 (金)

20 (月)
学内模擬試験第２回（公務員・総合
２年）

20 (水) 20 (土)
ボランティア（レノファ山口）
公務員土曜講座（基礎答案練習
会）

20 (月) 夏期セミナー（山口会場）～8/4 20 (木) 20 (日)
山口県警察官（Ｂ）、県内市役所。
町役場（高卒）、刑務官一次試験
宇部市彫刻清掃ボランティア

20 (火) 20 (金) 20 (日) 20 (水) 20 (土) オープンキャンパス 20 (土) 公務員土曜講座

21 (火) 宿泊研修（公務員学科） 21 (木) 21 (日) オープンキャンパス 21 (火) 21 (金) 21 (月) 敬老の日 21 (水) 21 (土) オープンキャンパス 21 (月) 21 (木) 21 (日) 21 (日)

22 (水) 宿泊研修（公務員学科） 22 (金) 山口市消防官講演会 22 (月)
第六管区　徳山海上保安本部見学
（総合１年）

22 (水) オープンキャンパス 22 (土)
学内模擬試験第１２回（公務員・総合２
年）
土曜講座

22 (火) 秋分の日 22 (木) 22 (日) 22 (火) 22 (金) 大阪府警察ガイダンス 22 (月) 22 (月) 春期セミナー

23 (木) 宿泊研修（公務員総合学科1年） 23 (土) オープンキャンパス 23 (火) 卒業生（公務員勤務）講演会 23 (木) 海の日 23 (日) オープンキャンパス 23 (水) 23 (金) 23 (月) 勤労感謝の日 23 (水) 23 (土)
公務員土曜講座（冬期
セミナー）

23 (火) 23 (火) 春期セミナー

24 (金) 宿泊研修（公務員総合学科1年） 24 (日) 24 (水) オープンキャンパス 24 (金) スポーツの日 24 (月)
学内模擬試験第１３回（公務員・総合２
年）

24 (木) 24 (土) 24 (火) 24 (木) クリスマスイブ 24 (日)
ニュース検定試験（総合
１年）

24 (水)
面接試験大会（総合１
年）

24 (水)
春期セミナー
オープンキャンパス

25 (土) レノファ山口ボランティア 25 (月) 公務員模擬試験第３回 25 (木)
公開模擬試験（高卒・短大卒）（公
務員・総合２年）

25 (土)
公務員土曜講座
レノファ山口ボランティア

25 (火) 25 (金) 山口県議会傍聴（総合１年） 25 (日) 25 (水) 25 (金) オープンキャンパス 25 (月) 25 (木) Ｊｏｂパス試験（総合１年） 25 (木)

26 (日) オープンキャンパス 26 (火) 26 (金)
山口県庁・県警本部見学（総合１
年）

26 (日)
オープンキャンパス
レノファ山口ボランティア

26 (水) 26 (土) 26 (月) 26 (木) 26 (土) 26 (火) 26 (金)
Excel検定試験（総合１
年）

26 (金)

27 (月)
公務員模擬試験第２回
健康診断

27 (水) 27 (土) オープンキャンパス 27 (月)
学内模擬試験第９回（公務員・総合
２年）

27 (木)
しものせき未来創造Ｊｏｂフェア前日準備
ボランティア（総合１年）

27 (日)
都道府県県職員（初級）一次試験
オープンキャンパス

27 (火) 27 (金) 27 (日) 27 (水) 27 (土) 公務員土曜講座 27 (土)

28 (火) 28 (木) 28 (日) 28 (火) 28 (金)
しものせき未来創造Ｊｏｂフェア　ボラン
ティア（総合１年）

28 (月) 28 (水) 28 (土)
公務員土曜講座（次年
度向け新規開講）

28 (月) 28 (木) 28 (日) 28 (日)

29 (水) 昭和の日 29 (金)
学内模擬試験第５回（公務員・総合２
年）

29 (月)
公務員土曜講座（基礎答案練習
会）

29 (水) 29 (土)
しものせき未来創造Ｊｏｂフェア　ボラン
ティア（総合１年）

29 (火) 山口税務署ガイダンス 29 (木) 29 (日) 29 (火) 学校閉館 29 (金) 後期試験開始 29 (月) オープンキャンパス

30 (木) 30 (土)
公務員模擬試験第３回【外部一般】
公務員土曜講座

30 (火) レノファ山口ボランティア 30 (木) 30 (日)
学内模擬試験第１４回（公務員・総合２
年）

30 (水) 30 (金) 30 (月) 30 (水) 学校閉館 30 (土)
公務員土曜講座（冬期
セミナー）

30 (火)

31 (日) オープンキャンパス 31 (金) インターンシップ（総合１年） 31 (月) 公務員土曜講座（直前答案練習会） 31 (土) オープンキャンパス 31 (木) 学校閉館 31 (日) 後期試験終了 31 (水)

２月 ３月９月 １０月 １１月 １２月 １月４月 ５月 ６月 ７月 ８月


