
　１月に中等部入試（１次・２次）、２月に高校入試（１
次・1.5次）と本校も入試シーズンに突入する。近年の
少子化の中、私立高校だけでなく公立高校の改革も進
み、生徒募集の環境は、より厳しさが増している。その
ような中、下表のように本校を志望している受験生が
昨年と比べ増加している。

　建学の理念を中心に置き、時代のニーズにあった教
育を実現するために、中等部では、2002年にコース制
を導入し、高校では、総合進学コースの２年次におい
てⅠ類・Ⅱ類を設置した。英数特進コースに在籍し、学
校生活を学習中心に送るのか、総合進学コースに在籍
し、放課後はクラブに打ち込むのか、受験生それぞれ
が目標を持ち、充実した学校生活を送れることが志望
者の増加につながっているのだろう。
　進学のみに特化する私学や、スポーツ推薦の生徒だ
けでクラブ活動を行い実績を残そうという私学が多い
中、本校は、自由な校風のもと規律を重んじ、バランス
のとれた教育を目指している。学習面では、生徒の学
力アップを図るための講座や自学自習のサポートも行
い、生徒の進路希望と学力レベルをもとに、生徒の希
望がかなうような進路指導を行っている。在校生や卒
業生の満足度の高い学校が、厳しい募集環境の中、保
護者にも認知され、多くの受験生を集めることは確か
である。そのためにも、本校の良さを見失うことなく、さ
らに魅力ある学校をつくっていきたい。
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中等部 高等学校

集後記編 後
　新年明けましておめでとうございます。今年の目標は「健康第一」であること。食生活の改善がやっぱり基本ですね。
今年も「天の川」の御愛読よろしくお願いいたします。（Ｄ）
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１次

２次

計

英数特進

総合進学

計
＊五ツ木駸々堂模試より ＊五ツ木模試より

2008　仰星高校および中等部入試展望

【募集定員】 英数特進コース　40名（１次15名　２次25名）
総合進学コース　80名（１次65名　２次15名）

【募集定員】 英数特進コース　 40名
総合進学コース　180名

【中等部】 【高校・１次】

＊他に内部進学予定約120名

06.11
89
27
116

07.11
110
51
161

出願日
１月28日（月）～２月１日（金）
２月13日（水）・14日（木）

入試日
２月９日（土）・10日（日）
２月15日（金）

合格発表
２月12日（火）
２月16日（土）

１次
1.5次

出願日
１月７日（月）～18日（金）
１月７日（月）～21日（月）

入試日
１月19日（土）
１月21日（月）

合格発表
１月20日（日）15：00
１月23日（水）15：00

１次
２次

2008年度  中等部入試

2008年度  高校入試

全校集会・LHR・大掃除
課題試験
自宅学習（中等部入試）
自宅学習（中等部入試）
百人一首大会

第４回　公開授業
朝礼
健康相談
五木模試（１･２年全員）
自宅学習（高校入試）
　　　　（高校入試）
入試業務による休日
人権教育
午前：授業（～３ｈ）
学年末試験
学年末試験
学年末試験　大掃除　中３保健講話（１ｈ）
自宅学習
自宅学習（高校卒業式）
答案返却　試験後学習サポート（～3/22）
自宅学習
特別授業（～３h）
特別授業（～３h）
追試オリエンテーション13：00～
特別授業（～３ｈ）
特別授業（～３ｈ）
イングリッシュコンテスト
午前：１･２年特別授業（～３h）
３年卒業式リハーサル
午前：１･２年特別授業（～３h）
３年卒業式リハーサル
午前：中等部集会・卒業式全体リハーサル
教科書販売（中）・写真撮影（中）
卒業式

１･２年　次年度準備授業（～3ｈ）
午後：三者面談
１･２年　次年度準備授業（～2ｈ）
午後：三者面談
修了式

全校集会・LHR・大掃除
３年センター直前模試　　　

午前：３年特別講座（土曜除く）
午前：１･２年共通実力試験
３年センター直前模試
土曜講座（21）
１年合唱コンクール（５～６ｈ）
自宅学習（中等部入試）
自宅学習（中等部入試）
１･２年進研記述模試
土曜講座（22）

第４回　公開授業
２年進研マーク模試
土曜講座（23） ダンス発表会（午後）
研修旅行前健康相談  １･２年進路LHR
自宅学習（高校入試）
　　　　（高校入試）
入試業務による休日
人権LHR
土曜講演（４）＜１･２年キャリア教育＞
土曜講座（24）
学年末試験　
学年末試験
学年末試験  ３年登校日
学年末試験　大掃除・卒業式準備
２年写真撮影＜卓球場＞
高校集会（１･２年集会後HR掃除下校）
卒業式リハーサル
卒業式　10：00開式　１･２年自宅学習
答案返却　１年写真撮影＜卓球場＞
自宅学習
自宅学習

２年研修旅行
１年特別授業（～３ｈ）（日曜除く） 
１年スタディーサポート  ２年振替休日
自宅学習　午後：１･２年追試オリテ
　　　　　１年 13：30～　２年 15：00～

午前：春季特別授業（１･２年）
英数全員、総合希望者（～３ｈ）

１･２年追試
自宅学習
自宅学習
修了式　教科書販売 
１･２年写真撮影<卓球場>取り直し等
春休み

１月８日（火）
１月10日（木）
１月19日（土）
１月21日（月）
１月24日（木）
１月28日（月）～２月２日（土）

２月４日（月）
２月７日（木）
２月８日（金）
２月９日（土）
２月10日（日）
２月12日（火）
２月16日（土）
２月26日（火）
２月27日（水）
２月28日（木）
２月29日（金）
３月１日（土）
３月３日（月）
３月４日（火）
３月５日（水）
３月６日（木）
３月７日（金）

３月８日（土）
３月10日（月）
３月11日（火）
３月12日（水）

３月13日（木）

３月14日（金）

３月15日（土）
３月17日（月）～３月21日（金）

３月22日（土）

３月24日（月）

１月８日（火）
１月９日（水）
１月９日（水）～２月２日（土）

１月10日（木）

１月12日（土）
１月17日（木）
１月19日（土）
１月21日（月）
１月23日（水）
１月26日（土）
１月28日（月）～２月２日（土）

２月１日（金）
２月２日（土）
２月７日（木）
２月９日（土）
２月10日（日）
２月12日（火）
２月14日（木）
２月16日（土）
２月23日（土）
２月26日（火）
２月27日（水）
２月28日（木）
２月29日（金）

３月１日（土）

３月３日（月）
３月４日（火）
３月５日（水）
３月６日（木）
３月７日（金）～13日（木）

３月14日（金）
３月15日（土）

３月17日（月）～３月19日（水）

３月18日（火）～３月21日（金）

３月21日（金）
３月22日（土）
３月24日（月）

３月25日（火）～

中等部教頭・生徒募集対策室室長

田 中 敦 夫

１月～３月行事予定１月～３月行事予定１月～３月行事予定
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【期　　日】

クッキング　
トムとジェリー
美女と野獣
魔法使い
Turandot
天使と悪魔

１－４
１－６
１－３
１－７・８
１－２
１－５

１
２
３
４
５
６

１
２
３
４
５
６

涙
アダムとイブ
さくら ～忍びの人生～
百花繚乱
命
クレオパトラ

２－２
２－７・８Ｂ
２－５・６
２－３
２－４
２－７・８Ａ

第１部 第２部

　少し先の話になりますが、高校は２月26日（火）か
ら、中等部は27日（水）から学年末試験が予定されて
います。年間４回実施される定期試験の最後であり、そ
れぞれの学年で学んできた成果をすべて出し切ってく
れることを期待しています。試験までにはまだまだ時間
があります。以下のような点に気をつけて、日々の学習
活動に取り組んでもらいたいと思います。
　成績を向上させるには、家庭における日々の学習時
間を確保することが大切になります。成績が伸び悩んで
いる人は、「宿題だけはやるけど、その他の学習は試験
前だけ」という家庭学習になってはいませんか。
　一般に、成績上位者は、普段から家庭学習の時間を
確保し、宿題だけでなく予習や復習など授業を中心と
した家庭学習をしている人が多いはずです。毎日の授
業を確実に理解していくためにも、「予習→授業→復

習」の学習サイクルを身につけましょう。
　また、起床時間・就寝時間・学習の開始時間を決
め、生活リズムを一定に保つことも大切です。学年末
試験では、求められる力もレベルアップしてきます。で
きる限り早く、計画的な試験対策をスタートするように
しましょう。
　高校１、２年生は、文理選択を終え、大学や職業な
ど、将来の進路実現をめざし始めたところかと思いま
す。今から大学受験を見据えて、この学年末試験で弾
みをつけ、次年度での良いスタートを決めてほしいもの
です。
　中等部３年生にとっては、中学の学習の総決算の試
験でもあります。また、この学年末試験の前に、高校へ
の入学試験も控えています。いずれの試験でも、全力
を出し切れるよう、日々の学習と試験対策に集中してく
ださい。

法隆寺～仰星から、現コースになって今年で３年目
になります。今年は予備日がないので、「一発勝負」
です！もし実施されれば、今の中３は現コースを３年
間完歩出来た初めての学年になります。全員完歩目
指して頑張ります。

【ひとこと】

宇治平等院から約40kmの道のりを一日かけて歩き
ます。午後10時半過ぎに仰星高校中等部に帰ってく
る予定です。

８：20

22：30

宇治平等院集合
城陽市・京田辺市・相楽郡精華町を経由
学校到着予定

【詳　　細】

※本年度は予備日はありません。
2008年１月26日（土）

学年末試験に向けて。

　上記の通り、高校は第23回、中等部は第10回の卒業証書
授与式が予定されています。例年、たくさんの来賓や保護者
の方 を々お迎えして感動的な卒業式が挙行されてきました。
　本年度も、保護者の皆様には、たくさんのご臨席をお願い
申し上げます。

卒業式について

2008年２月２日 土曜日
13時30分開演

中高教務部

高校１・２年生女子による創作ダンス発表会です。 
ぜひ見に来て下さい!   

高　校 ３月 ３日（月） 開式 10：00

中等部 ３月15日（土）開式 10：00

　３月11日、本校講堂にてEnglish Contestを開催しま
す。内容は、１年Recitation（暗唱）、２年Skit（寸劇）、
３年Speech（スピーチ）の３部構成です。各学年の予
選を勝ち抜いた者が、当日、講堂の舞台で発表をしま

す。１年生は、発音や声の抑揚だけでなく表情にも気を
配りながら短い物語を暗唱し、２年生は、生徒たちオ
リジナルのアイデア溢れる楽しい劇を披露します。３年
生のスピーチは、熱い気持ちやメッセージが込められて
おり、心を打つものばかりです。

　研修旅行沖縄コースは、４泊５日で行われます。初日
の那覇市内から平和の礎・祈念資料館見学に始まり、
２日目は沖縄美ら海水族館と国際通り散策の選択コー
ス、４日目も自由選択コースで、カヌー体験、水牛観光、
ダイビング体験の３つのコースに分かれて行動します。
各クラスの生徒代表とも綿密な打ち合わせを重ねてい
ます。生徒たちが中心となって作り上げる研修旅行に
していきたいです。
　2007年度研修旅行オーストラリアコースは、３月７日
（金）から３月13日（木）の７日間、ブリスベンとゴール
ドコーストで行われます。たくさんの体験から、異文化
を知り、そして関わる素晴らしさを感じてほしいと思い
ます。特にオーストラリアの家庭生活を体験し、オース
トラリアの文化や生活を身近に感じることができるホー

ムステイではホストファミリーの方と積極的に関わり、
たくさんのことを学んでほしいです。研修旅行を通し、
大きく成長できたと実感できる素晴らしい旅行にして
いきたいです。
　今年度のドイツ研修旅行はベルリンを中心に旅をし
てきます。初日は二手に分かれて、ウォルブスブルグま
で列車で行きプロサッカーリーグのブンデスリーガの
試合を観戦したり、オーケストラコンサートを鑑賞した
りする予定です。また、２日目には現地の大学生と交流
の機会を持ち、ドイツの文化や風習に触れてきたいと思
います。最終日にはベルリン市街を観光し、歴史的な
建造物と近未来的な建造物が融合しているベルリンを
満喫してくる予定です。

　来たる１月24日（木）、第12回の中等部百人一首大会
が開催されます。内容は暗記テストとかるた競技（源平
戦）で、当日は午前中に各教室で一次・二次予選が行
われ、予選を勝ち抜いた20の班が、講堂舞台に敷かれ
た緋毛氈の上で熱戦を繰り広げます。１年生には「坊
主めくり」でしか百人一首の札を見たことのない者も多
いようですが、国語の時間に練習を積んで実戦に臨ん

でくれることでしょう。とはいえ、上級生に勝つのはち
ょっと厳しいかも？そんな中、昨年は、１年生の班が予
選を勝ちあがって大健闘し、大いに盛り上がった大会
でした。今年も若い力を期待しています。

　2008年１月17日（木）12：55から５、６限の授業時間
内で高校１年生の合唱コンクールを本校講堂で行いま
す。後期10月から音楽Ⅰの授業では、各クラス合唱に取

り組んでいます。その授業での練習の成果の発表とし
て、今回で第５回目を数える合唱コンクールでは毎年ク
ラスの特色が出て、普段とはまた違った生徒たちの一
面が見られます。保護者の方も見学していただけます
ので、お時間のある方は是非ご来場ください。

ダンス発表会
高校

耐寒行進
中等部

合唱コンクール
高校

百人一首大会
中等部

English Contest
中等部

研修旅行
高校
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【期　　日】

クッキング　
トムとジェリー
美女と野獣
魔法使い
Turandot
天使と悪魔

１－４
１－６
１－３
１－７・８
１－２
１－５

１
２
３
４
５
６

１
２
３
４
５
６

涙
アダムとイブ
さくら ～忍びの人生～
百花繚乱
命
クレオパトラ

２－２
２－７・８Ｂ
２－５・６
２－３
２－４
２－７・８Ａ

第１部 第２部

　少し先の話になりますが、高校は２月26日（火）か
ら、中等部は27日（水）から学年末試験が予定されて
います。年間４回実施される定期試験の最後であり、そ
れぞれの学年で学んできた成果をすべて出し切ってく
れることを期待しています。試験までにはまだまだ時間
があります。以下のような点に気をつけて、日々の学習
活動に取り組んでもらいたいと思います。
　成績を向上させるには、家庭における日々の学習時
間を確保することが大切になります。成績が伸び悩んで
いる人は、「宿題だけはやるけど、その他の学習は試験
前だけ」という家庭学習になってはいませんか。
　一般に、成績上位者は、普段から家庭学習の時間を
確保し、宿題だけでなく予習や復習など授業を中心と
した家庭学習をしている人が多いはずです。毎日の授
業を確実に理解していくためにも、「予習→授業→復

習」の学習サイクルを身につけましょう。
　また、起床時間・就寝時間・学習の開始時間を決
め、生活リズムを一定に保つことも大切です。学年末
試験では、求められる力もレベルアップしてきます。で
きる限り早く、計画的な試験対策をスタートするように
しましょう。
　高校１、２年生は、文理選択を終え、大学や職業な
ど、将来の進路実現をめざし始めたところかと思いま
す。今から大学受験を見据えて、この学年末試験で弾
みをつけ、次年度での良いスタートを決めてほしいもの
です。
　中等部３年生にとっては、中学の学習の総決算の試
験でもあります。また、この学年末試験の前に、高校へ
の入学試験も控えています。いずれの試験でも、全力
を出し切れるよう、日々の学習と試験対策に集中してく
ださい。

法隆寺～仰星から、現コースになって今年で３年目
になります。今年は予備日がないので、「一発勝負」
です！もし実施されれば、今の中３は現コースを３年
間完歩出来た初めての学年になります。全員完歩目
指して頑張ります。

【ひとこと】

宇治平等院から約40kmの道のりを一日かけて歩き
ます。午後10時半過ぎに仰星高校中等部に帰ってく
る予定です。

８：20

22：30

宇治平等院集合
城陽市・京田辺市・相楽郡精華町を経由
学校到着予定

【詳　　細】

※本年度は予備日はありません。
2008年１月26日（土）

学年末試験に向けて。

　上記の通り、高校は第23回、中等部は第10回の卒業証書
授与式が予定されています。例年、たくさんの来賓や保護者
の方 を々お迎えして感動的な卒業式が挙行されてきました。
　本年度も、保護者の皆様には、たくさんのご臨席をお願い
申し上げます。

卒業式について

2008年２月２日 土曜日
13時30分開演

中高教務部

高校１・２年生女子による創作ダンス発表会です。 
ぜひ見に来て下さい!   

高　校 ３月 ３日（月） 開式 10：00

中等部 ３月15日（土）開式 10：00

　３月11日、本校講堂にてEnglish Contestを開催しま
す。内容は、１年Recitation（暗唱）、２年Skit（寸劇）、
３年Speech（スピーチ）の３部構成です。各学年の予
選を勝ち抜いた者が、当日、講堂の舞台で発表をしま

す。１年生は、発音や声の抑揚だけでなく表情にも気を
配りながら短い物語を暗唱し、２年生は、生徒たちオ
リジナルのアイデア溢れる楽しい劇を披露します。３年
生のスピーチは、熱い気持ちやメッセージが込められて
おり、心を打つものばかりです。

　研修旅行沖縄コースは、４泊５日で行われます。初日
の那覇市内から平和の礎・祈念資料館見学に始まり、
２日目は沖縄美ら海水族館と国際通り散策の選択コー
ス、４日目も自由選択コースで、カヌー体験、水牛観光、
ダイビング体験の３つのコースに分かれて行動します。
各クラスの生徒代表とも綿密な打ち合わせを重ねてい
ます。生徒たちが中心となって作り上げる研修旅行に
していきたいです。
　2007年度研修旅行オーストラリアコースは、３月７日
（金）から３月13日（木）の７日間、ブリスベンとゴール
ドコーストで行われます。たくさんの体験から、異文化
を知り、そして関わる素晴らしさを感じてほしいと思い
ます。特にオーストラリアの家庭生活を体験し、オース
トラリアの文化や生活を身近に感じることができるホー

ムステイではホストファミリーの方と積極的に関わり、
たくさんのことを学んでほしいです。研修旅行を通し、
大きく成長できたと実感できる素晴らしい旅行にして
いきたいです。
　今年度のドイツ研修旅行はベルリンを中心に旅をし
てきます。初日は二手に分かれて、ウォルブスブルグま
で列車で行きプロサッカーリーグのブンデスリーガの
試合を観戦したり、オーケストラコンサートを鑑賞した
りする予定です。また、２日目には現地の大学生と交流
の機会を持ち、ドイツの文化や風習に触れてきたいと思
います。最終日にはベルリン市街を観光し、歴史的な
建造物と近未来的な建造物が融合しているベルリンを
満喫してくる予定です。

　来たる１月24日（木）、第12回の中等部百人一首大会
が開催されます。内容は暗記テストとかるた競技（源平
戦）で、当日は午前中に各教室で一次・二次予選が行
われ、予選を勝ち抜いた20の班が、講堂舞台に敷かれ
た緋毛氈の上で熱戦を繰り広げます。１年生には「坊
主めくり」でしか百人一首の札を見たことのない者も多
いようですが、国語の時間に練習を積んで実戦に臨ん

でくれることでしょう。とはいえ、上級生に勝つのはち
ょっと厳しいかも？そんな中、昨年は、１年生の班が予
選を勝ちあがって大健闘し、大いに盛り上がった大会
でした。今年も若い力を期待しています。

　2008年１月17日（木）12：55から５、６限の授業時間
内で高校１年生の合唱コンクールを本校講堂で行いま
す。後期10月から音楽Ⅰの授業では、各クラス合唱に取

り組んでいます。その授業での練習の成果の発表とし
て、今回で第５回目を数える合唱コンクールでは毎年ク
ラスの特色が出て、普段とはまた違った生徒たちの一
面が見られます。保護者の方も見学していただけます
ので、お時間のある方は是非ご来場ください。

ダンス発表会
高校

耐寒行進
中等部

合唱コンクール
高校

百人一首大会
中等部

English Contest
中等部

研修旅行
高校



　１月に中等部入試（１次・２次）、２月に高校入試（１
次・1.5次）と本校も入試シーズンに突入する。近年の
少子化の中、私立高校だけでなく公立高校の改革も進
み、生徒募集の環境は、より厳しさが増している。その
ような中、下表のように本校を志望している受験生が
昨年と比べ増加している。

　建学の理念を中心に置き、時代のニーズにあった教
育を実現するために、中等部では、2002年にコース制
を導入し、高校では、総合進学コースの２年次におい
てⅠ類・Ⅱ類を設置した。英数特進コースに在籍し、学
校生活を学習中心に送るのか、総合進学コースに在籍
し、放課後はクラブに打ち込むのか、受験生それぞれ
が目標を持ち、充実した学校生活を送れることが志望
者の増加につながっているのだろう。
　進学のみに特化する私学や、スポーツ推薦の生徒だ
けでクラブ活動を行い実績を残そうという私学が多い
中、本校は、自由な校風のもと規律を重んじ、バランス
のとれた教育を目指している。学習面では、生徒の学
力アップを図るための講座や自学自習のサポートも行
い、生徒の進路希望と学力レベルをもとに、生徒の希
望がかなうような進路指導を行っている。在校生や卒
業生の満足度の高い学校が、厳しい募集環境の中、保
護者にも認知され、多くの受験生を集めることは確か
である。そのためにも、本校の良さを見失うことなく、さ
らに魅力ある学校をつくっていきたい。
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中等部 高等学校

集後記編 後
　新年明けましておめでとうございます。今年の目標は「健康第一」であること。食生活の改善がやっぱり基本ですね。
今年も「天の川」の御愛読よろしくお願いいたします。（Ｄ）

06.11
177
480
657

07.11
149
640
789

１次

２次

計

英数特進

総合進学

計
＊五ツ木駸々堂模試より ＊五ツ木模試より

2008　仰星高校および中等部入試展望

【募集定員】 英数特進コース　40名（１次15名　２次25名）
総合進学コース　80名（１次65名　２次15名）

【募集定員】 英数特進コース　 40名
総合進学コース　180名

【中等部】 【高校・１次】

＊他に内部進学予定約120名

06.11
89
27
116

07.11
110
51
161

出願日
１月28日（月）～２月１日（金）
２月13日（水）・14日（木）

入試日
２月９日（土）・10日（日）
２月15日（金）

合格発表
２月12日（火）
２月16日（土）

１次
1.5次

出願日
１月７日（月）～18日（金）
１月７日（月）～21日（月）

入試日
１月19日（土）
１月21日（月）

合格発表
１月20日（日）15：00
１月23日（水）15：00

１次
２次

2008年度  中等部入試

2008年度  高校入試

全校集会・LHR・大掃除
課題試験
自宅学習（中等部入試）
自宅学習（中等部入試）
百人一首大会

第４回　公開授業
朝礼
健康相談
五木模試（１･２年全員）
自宅学習（高校入試）
　　　　（高校入試）
入試業務による休日
人権教育
午前：授業（～３ｈ）
学年末試験
学年末試験
学年末試験　大掃除　中３保健講話（１ｈ）
自宅学習
自宅学習（高校卒業式）
答案返却　試験後学習サポート（～3/22）
自宅学習
特別授業（～３h）
特別授業（～３h）
追試オリエンテーション13：00～
特別授業（～３ｈ）
特別授業（～３ｈ）
イングリッシュコンテスト
午前：１･２年特別授業（～３h）
３年卒業式リハーサル
午前：１･２年特別授業（～３h）
３年卒業式リハーサル
午前：中等部集会・卒業式全体リハーサル
教科書販売（中）・写真撮影（中）
卒業式

１･２年　次年度準備授業（～3ｈ）
午後：三者面談
１･２年　次年度準備授業（～2ｈ）
午後：三者面談
修了式

全校集会・LHR・大掃除
３年センター直前模試　　　

午前：３年特別講座（土曜除く）
午前：１･２年共通実力試験
３年センター直前模試
土曜講座（21）
１年合唱コンクール（５～６ｈ）
自宅学習（中等部入試）
自宅学習（中等部入試）
１･２年進研記述模試
土曜講座（22）

第４回　公開授業
２年進研マーク模試
土曜講座（23） ダンス発表会（午後）
研修旅行前健康相談  １･２年進路LHR
自宅学習（高校入試）
　　　　（高校入試）
入試業務による休日
人権LHR
土曜講演（４）＜１･２年キャリア教育＞
土曜講座（24）
学年末試験　
学年末試験
学年末試験  ３年登校日
学年末試験　大掃除・卒業式準備
２年写真撮影＜卓球場＞
高校集会（１･２年集会後HR掃除下校）
卒業式リハーサル
卒業式　10：00開式　１･２年自宅学習
答案返却　１年写真撮影＜卓球場＞
自宅学習
自宅学習

２年研修旅行
１年特別授業（～３ｈ）（日曜除く） 
１年スタディーサポート  ２年振替休日
自宅学習　午後：１･２年追試オリテ
　　　　　１年 13：30～　２年 15：00～

午前：春季特別授業（１･２年）
英数全員、総合希望者（～３ｈ）

１･２年追試
自宅学習
自宅学習
修了式　教科書販売 
１･２年写真撮影<卓球場>取り直し等
春休み

１月８日（火）
１月10日（木）
１月19日（土）
１月21日（月）
１月24日（木）
１月28日（月）～２月２日（土）

２月４日（月）
２月７日（木）
２月８日（金）
２月９日（土）
２月10日（日）
２月12日（火）
２月16日（土）
２月26日（火）
２月27日（水）
２月28日（木）
２月29日（金）
３月１日（土）
３月３日（月）
３月４日（火）
３月５日（水）
３月６日（木）
３月７日（金）

３月８日（土）
３月10日（月）
３月11日（火）
３月12日（水）

３月13日（木）

３月14日（金）

３月15日（土）
３月17日（月）～３月21日（金）

３月22日（土）

３月24日（月）

１月８日（火）
１月９日（水）
１月９日（水）～２月２日（土）

１月10日（木）

１月12日（土）
１月17日（木）
１月19日（土）
１月21日（月）
１月23日（水）
１月26日（土）
１月28日（月）～２月２日（土）

２月１日（金）
２月２日（土）
２月７日（木）
２月９日（土）
２月10日（日）
２月12日（火）
２月14日（木）
２月16日（土）
２月23日（土）
２月26日（火）
２月27日（水）
２月28日（木）
２月29日（金）

３月１日（土）

３月３日（月）
３月４日（火）
３月５日（水）
３月６日（木）
３月７日（金）～13日（木）

３月14日（金）
３月15日（土）

３月17日（月）～３月19日（水）

３月18日（火）～３月21日（金）

３月21日（金）
３月22日（土）
３月24日（月）

３月25日（火）～

中等部教頭・生徒募集対策室室長

田 中 敦 夫

１月～３月行事予定１月～３月行事予定１月～３月行事予定




