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副校長 津 山 憲 司

　盛夏の候、いよいよ夏休みに入りますが、今年

の夏も酷暑が予想されます。栄養補給・水分補給

など、熱中症対策に充分気をつけてあげていただ

きたいと思います。また、今年の夏は４年に１度

のスポーツの祭典・平和の祭典であるオリンピッ

クが北京で開催されます。選手たちの熱い闘いぶ

りに、きっと心も熱くする夏休みになることで

しょう。

　さて、先日、高校１年生の高校現代文明論の授

業で、知的財産授業プレゼンテーションが行われ

ました。各クラス６～８班に分かれ、それぞれ

テーマを決めてプレゼンテーションを行いまし

た。テーマの中には、「インスタント食品」や

「冷凍食品」、また「飛行機」や「電化製品」と

いったひと昔前の発明品から、「携帯電話」や

「バイオ燃料」、「AED」といった最近の10年く

らいの発明品を扱っている班もありました。ま

た、「ネットオークション」や「中高一貫校」、

賛否が社会的問題にもなった「赤ちゃんポスト」

など、‘もの’ではなく‘システム’を取り上げている班

もありました。どの班も模造紙を使って工夫を凝

らした発表でした。この知的財産教育では、‘もの’

にしろ‘システム’にしろ、それぞれがこの社会にど

のような影響をもたらしたのか。そのメリット・

デメリットを考察することで、社会とどのように

繋がっているのかを理解することが大切です。さ

らに、そこから自分自身がこの社会とどう関わっ

ていくべきなのかを考える一つの道筋を養うこと

が大きな目的となっています。

　この夏休みを利用して、ご家庭でも、お子様と

社会との関わりをさらに深めるような体験や考察

をぜひ積んで欲しいと思います。自分の身のまわ

りのこと、社会で問題になっていること、世界で

起こっていることに目をむけ、他人事ではなく自

分のこととして少し立ち止まって考えてみる機会

をもつこと。また、そのような話題を、ぜひご家

庭の中で共有していただきたいと思います。今ま

で気づかないことが見え、今までにない自分自身

をきっと発見できるはずです。

　この夏、北京で繰り広げられる熱い闘いに、た

くさんの感動と勇気をもらえるはずです。そんな

話題も社会を見る一つの窓となるはずです。そん

な話題をきっかけにしてお子様と対話しながら、

この夏休みに心の窓を広げてあげるようなサポー

トをしてあげてください。

　最後になりましたが、怪我や事故には十分に気

をつけて元気に過ごしてください。

7月～9月行事予定

集後記編 後
　「夏を制するものは受験を制す」。これは昔から受験界で使われている格言である。要するに、長い休みの間どのように
過ごすかが大切か、ということを伝えたものだ。これは受験だけではなく部活動などでもいえるだろう。長い夏休み、無駄に
することなく毎日目標を持ち、有意義に過ごそう。（M.T）

『心の窓をひろげる夏に・・・』『心の窓をひろげる夏に・・・』

中等部 高等学校

夏休み
３者面談
海の日
３者面談
３者面談
英数特進学習合宿（～７/30）
学園オリンピック（スポーツ部門を除く）
（～８/５）
学校閉鎖（～８/17）
全校集会・HR・大掃除
授業開始（平常授業）
課題試験
朝礼
五木模試（１～３年総合進学、３年英数）
中等部三測定
自宅学習（中１公開授業）
入試説明会
敬老の日
秋分の日
１～３h授業・４hMHR・午後準備
星河祭（体育の部）

星河祭（文化の部）

７月19日（土）

21日（月）
22日（火）
23日（水）
25日（金）
31日（木）

８月９日（土）
25日（月）
26日（火）

９月２日（火）
８日（月）
12日（金）

13日（土）

15日（月）
23日（火）
30日（火）

10月３日（金）
４日（土）～５日（日）

夏休み
３者面談
海の日
３者面談
３者面談
夏期特別授業（英数特進・総合Ⅰ類）
（～７/29）
学園オリンピック（スポーツ部門を除く）
（～８/５）
学園オリンピック（スポーツ部門）
（～８/８）
学校閉鎖（～８/17）
夏期特別授業（英数特進・総合Ⅰ類）
（～８/22）
全校集会・HR・大掃除
授業開始（平常授業）
学園基礎学力総合試験（３年）
３年センター試験説明会（放課後）
３年第１回ベネッセ駿台マーク模試
３年東海希望者共通実力試験（英数国）
２年進路 LHR
自宅学習
入試説明会
敬老の日
１年キャリア教育（１～２h）
２年キャリア教育（３～４h）
秋分の日 
１～３h授業・４hMHR・午後準備
星河祭（体育の部）

星河祭（文化の部）

７月19日（土）

21日（月）
22日（火）
23日（水）
24日（木）

31日（木）

８月６日（水）

９日（土）
19日（火）

25日（月）
26日（火）

９月４日（木）

10日（水）

11日（木）
13日（土）

15日（月）
18日（木）

23日（火）
30日（火）

10月３日（金）
４日（土）～５日（日）
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「目的」

「期日」
「場所」

「備考」

中　等　部

高　校

入試説明会

オープンスクール
プレテスト

9月13日（土）9：30
11月22日（土）9：30
10月25日（土）9：30
11月８日（土）

入試説明会

オープンスクール

9月13日（土）14：00
11月22日（土）14：00
10月25日（土）14：00

2008年度　星河祭文化の部テーマ
全体テーマ　　：　汝の笑顔を星に映せ
高校テーマ　　：　召しませ、仰星スパイシー♡
中等部テーマ　：　We are HEROES.

　長期間にわたる休暇中、英数特進コースおよび
総合進学Ⅰ類クラスの生徒の皆さんには特別授業
に参加してもらっています。本年度の夏期休暇に
関しては、７月24日からの５日間と８月19日から
の４日間に実施することとなりました。内容的に
は授業の進度を進めたり、演習によって学力のス
キルアップを目指したいと考えています。この機

達成の喜びを味わうことで、今後の学校生活にお
ける学習習慣を確立できます。また、規則正しい
生活の中での長時間の学習により、集中力も養え
ます。

学習の習慣づけ、ならびに学習に対する心
構えを養い、授業で習ったことはその日の
うちに理解する姿勢を育てる。
2008年７月25日（金）～30日（水）
アクティプラザ琵琶
TEL 0740-25-7111
滋賀県高島市新旭町深溝西釜522
＊集合・解散は学校、移動は貸切バスを利用します。
＊合宿では３教科（英数国）を集中的に学習します。

　学習合宿では、自学自習の習慣を身につ
け、学習に対する真摯な態度を養い、目標
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会を有効に利用して、苦手科目の克服や得意科目
のさらなるステップアップに繋げてもらいたいも
のです。休暇期間中ではありますが、全ての生徒
が前向きに取り組んでくれることを期待していま
す。なお、詳しい日程や時程に関してはクラス担
任からプリント等で連絡させていただきます。

高校教務部

中等教務部

保護者の皆様へ

　保護者の皆様へ、最近青少年が関係する凶悪な事件
が多発しています。また携帯電話の普及にともない生
徒達が取り込める情報はまさに多種多様であり、その
なかには有害なサイトも存在することはご承知のこと
と思います。そこで、この夏休み前に有害サイトにア
クセスできないようにフィルタリングをかけられるこ
とをおすすめします。もちろん本校は携帯電話につい
ては校内持ち込み禁止としておりますが、何らかの理
由で所持している生徒がいます。携帯電話に関する取
り決めを今一度ご家庭で話し合っていただければと思
います。携帯電話関連の事件、事故はご承知のように
多発しております。

子供さんの夏休みの行動にご注意を！
　生徒達も夏休みは気がゆるみがちです。興味本位で
繁華街のにぎやかな場所に立ち入ると自分だけでは解
決できない状況に陥ることになりかねません。そのよ
うなことを未然に防ぐために、休暇期間中も規則正し
い生活を送らせ、外泊、夜間の外出はさせないよう御
指導ください。また、自分にその気はなくても事件に
巻き込まれることも十分考えられます。普段から生徒
の状況を十分に把握していただき、一人で悩んでいる
ような場合は、保護者の方々から声をかけていただ
き、学校や警察に相談するようにしてください。生徒
達が有意義な夏休みを過ごせるために保護者と我々で
サポートしていきましょう。

夏期特別授業について

学習合宿の予定（対象：英数特進全学年）

　本校では、受験生の保護者の皆さんに仰星の教育内容をより詳しく知っていただ
くために、生徒による施設案内や吹奏楽のミニコンサート、中等部では公開授業を
実施するなど、趣向を凝らした説明会を開催しています。また、受験生には、オー
プンスクールに参加して仰星を体感してもらいます。

お知らせお知らせ

入試説明会
オープンスクール

●10月３・４・５日に星河祭が行われます。
●３日は体育の部、４・５日は文化の部。
●体育の部では、各クラス・団に分かれて優勝目指して頑張ります。
●男らしく豪快な「のぼり棒」や「棒引き」、動きはありませんが「マッスルパワー」は体力
と精神力の見せ所、ユーモラスな動きにも人気があります。

●女子の「鉄女レース」は顔を真っ白にしながら、なりふり構わないレースぶりに人気があり
ます。

●文化の部では、各クラスで出し物を考え、様々なイベントを行います。
●恒例となっている、高校生の模擬店や劇、中等部のダンスなど、クラスが一丸となり、１つ
のものを完成させていきます。

●来校者数も年々増加しており、より活気だったものになっているので、今年も良い星河祭で
あるように、学校一丸となって楽しみましょう。

お知らせお知らせ
星河祭

生徒部
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　研究部では、教科教育の枠を越えた「総合的な学習の時間」や「高校現代文明論」、学園内外が主催する様々
な行事についての実践と支援を行っています。４月から研究部で取り扱った行事について報告を致します。

（1）６月26日（木）　高校２・３年生対象「知的財産教育講演会」を実施しました
テーマ：「なりたい自分になるために～一歩踏み出すことから全てが始まる～｣
昨年度に引き続き、前半はNPO法人JAE 理事長 山中昌幸氏の講演会、後半はコーディネーターとして山
中氏を、パネラーとしてNPO法人ビッグイシュー基金 高柳未奈子氏と京都産業大学４回生 佐伯慎司氏
を招いてパネルディスカッション形式の講演会を実施しました。昨年度は「夢を実現させる三つの法
則」と題して、１.目標を明確にする ２.計画を立てる ３.やりきる ということの大切さを、自らの体験を
元にお話し頂きました。今回は「セルフエフィカシー（自己効力感）」を高めることの大切さと具体的
な実践方法のお話しを頂きました。パネルディスカッションでは、生徒たちの「モデリング」になれば
との主旨で、社会で活躍しておられる若い方々の体験談をお話し頂きました。特に高校３年生の諸君
は、卒業まで１年を切っていますので、社会で活躍するための一助になればと思っています。

（2）６月28日（土）　高校１年生　高校現代文明論 校内研究公開授業を実施しました
テーマ：「この商品が社会を変えた～知的財産の社会的影響を考える～」
５月から２か月（６時間）をかけて、生徒たちがテーマに従って調べた内容を各クラスでプレゼンテー
ションしました。「携帯電話」「カップラーメン」「自動車」といったおなじみの商品から、「ファー
ストフード」「ネットオークション」「赤ちゃんポスト」など、現在、社会問題化されているサービス
に至るまで、いろいろな種類の商品・サービスについて社会的影響のプラス面、マイナス面を調べ、各
班が自分達の問題としていろいろな提言を行ってくれました。

（3）学園オリンピック 文化部門 １次審査に５名の生徒が合格しました
７月31日～８月５日までの５泊６日の日程で、全国の付属高等学校、
中学校から１次選考を通過した生徒たちが、群馬県吾妻郡嬬恋村の
「東海大学嬬恋高原研修センター」に集い、それぞれの持つ能力を遺
憾なく発揮し、互いに切磋琢磨しながら友情を深め合う「学園オリン
ピック文化部門」が今年も開催されます。本校からは以下の５名が参
加します。

（4）文化庁「著作権研究協力校」に３年連続で指定されました
文化庁が推進している「著作権教育」の先進的な取り組みを行っている学校に対して研究依頼が行われ
る「著作権研究協力校」に、本校中等部は３年連続で研究依頼の要請がありました。中等部での成果は
報告書にまとめられ、文化庁HP（http://www.bunka.go.jp/chosakuken/hakase/houkokusho.html）に掲
載されております。また、昨年までの中等部での取り組みを「平成20年度教職員著作権講習会」（東京
で開催）で発表し、全国の学校での著作権教育の一助にして頂く予定です。

（5）高校・中等部の「知的財産教育」の取り組みが本で紹介されました
学校法人 東海大学が全教育機関で取り組んでいる「知的財産教育」の内容が、『出る杭を伸ばせ！－
明日を変える創造性教育－』（発明協会発行）として出版されました。この本は、これから「知的財産
教育」に取り組む学校の先生方や教育関係者対象に書かれた本で、この中で本校の取り組みが紹介され
ています。

　10月からは中等部「知的財産教育」（総合的な学習の時間で実施）が始まり、11月は高校１年生「高校現代
文明論 研修の旅」が実施されます。これらについても今号以降で随時報告致します。

国　語　部　門
数　学　部　門
ディベート部門

３年３組　吉本優里 さん　　２年Ｃ組　北村昂斗 君
２年Ｄ組　藤森　啓 君
２年Ｄ組　大家　剛 君　　　２年Ｄ組　藤本拓哉 君

参　加　生　徒部　門　名

研究部からの報告
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（１）2008年度　学園基礎学力総合試験　予定
１．実施日：2008年９月４日（木）
２．学　年：高等学校 第３学年
３．内　容：国語、数学、英語、理科、地歴公民
　　　　　　　各100点、50分間、マークシート方式、但し英語はリスニングを含む。
４．時　程：以下の通り
              　１時限　 9：00 ～  9：50 　国語
           　   ２時限　10：05 ～ 10：55 　数学
           　   ３時限　11：10 ～ 12：00 　英語
　　　　　　　　　　《　昼　食　》
           　   ４時限　13：00 ～ 13：50 　理科
          　    ５時限　14：05 ～ 14：55 　地歴公民

（２）2009年度（平成20年度）センター試験 説明会　予定
１．実施日：2008年９月４日（木）15：10～（約40分）　本校講堂
２．学　年：高等学校 第３学年
３．内　容：願書配布、出願等についての説明
４．センター試験受験希望者は、必ず参加のこと。
　　注：現役生の出願は、すべて在籍高校からの一括出願となります。　

（３－ア）高校３年　第1回　ベネッセ・駿台マーク模試　予定
１．実施日：2008年９月10日（水）
２．学　年：高等学校 第３学年
３．内　容：国語＜80分＞・数学①②＜各60分＞・
　　　　　　英語（リスニング）＜80分＞英語（筆記）＜30分＞・
　　　　　　地歴・公民＜各60分＞・理科＜各60分＞
　　　　　　３教科３科目～５教科７科目より個人選択受験

（３－イ）高校３年　東海大学進学希望者９月共通実力試験　予定
１．実施日：2008年９月10日（水）
２．学　年：高等学校 第３学年　東海大学進学希望者全員
３．内　容：国語＜50分＞・数学＜50分＞・英語＜50分＞

注：当日までに進路先が決定した者と、上記の第１回 ベネッセ・駿台マーク模試もしくは東海大
学進学希望者９月共通実力試験の受験の必要性がないと認められた者は、９月10日（水）休校
となります。（詳しくは、事前に担任より生徒へ個別に連絡いたします。）

　
（４）2008年度　キャリア教育講演会　予定
１．実施日：2008年９月18日（木）　本校講堂
２．学　年：高等学校 第１学年　　１～２時限
　　　　　　高等学校 第２学年　　３～４時限
３．内　容：講師と調整中
４．講　師：大阪電気通信大学　総合情報学部　デジタルアート･アニメーション学科　
　　　　　　准教授　寺山 直哉　先生　
注：保護者の方が、参加される場合は、事前に各学級担任までご連絡下さい。

進路行事
進路指導部
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「目的」

「期日」
「場所」

「備考」

中　等　部

高　校

入試説明会

オープンスクール
プレテスト

9月13日（土）9：30
11月22日（土）9：30
10月25日（土）9：30
11月８日（土）

入試説明会

オープンスクール

9月13日（土）14：00
11月22日（土）14：00
10月25日（土）14：00

2008年度　星河祭文化の部テーマ
全体テーマ　　：　汝の笑顔を星に映せ
高校テーマ　　：　召しませ、仰星スパイシー♡
中等部テーマ　：　We are HEROES.

　長期間にわたる休暇中、英数特進コースおよび
総合進学Ⅰ類クラスの生徒の皆さんには特別授業
に参加してもらっています。本年度の夏期休暇に
関しては、７月24日からの５日間と８月19日から
の４日間に実施することとなりました。内容的に
は授業の進度を進めたり、演習によって学力のス
キルアップを目指したいと考えています。この機

達成の喜びを味わうことで、今後の学校生活にお
ける学習習慣を確立できます。また、規則正しい
生活の中での長時間の学習により、集中力も養え
ます。

学習の習慣づけ、ならびに学習に対する心
構えを養い、授業で習ったことはその日の
うちに理解する姿勢を育てる。
2008年７月25日（金）～30日（水）
アクティプラザ琵琶
TEL 0740-25-7111
滋賀県高島市新旭町深溝西釜522
＊集合・解散は学校、移動は貸切バスを利用します。
＊合宿では３教科（英数国）を集中的に学習します。

　学習合宿では、自学自習の習慣を身につ
け、学習に対する真摯な態度を養い、目標
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会を有効に利用して、苦手科目の克服や得意科目
のさらなるステップアップに繋げてもらいたいも
のです。休暇期間中ではありますが、全ての生徒
が前向きに取り組んでくれることを期待していま
す。なお、詳しい日程や時程に関してはクラス担
任からプリント等で連絡させていただきます。

高校教務部

中等教務部

保護者の皆様へ

　保護者の皆様へ、最近青少年が関係する凶悪な事件
が多発しています。また携帯電話の普及にともない生
徒達が取り込める情報はまさに多種多様であり、その
なかには有害なサイトも存在することはご承知のこと
と思います。そこで、この夏休み前に有害サイトにア
クセスできないようにフィルタリングをかけられるこ
とをおすすめします。もちろん本校は携帯電話につい
ては校内持ち込み禁止としておりますが、何らかの理
由で所持している生徒がいます。携帯電話に関する取
り決めを今一度ご家庭で話し合っていただければと思
います。携帯電話関連の事件、事故はご承知のように
多発しております。

子供さんの夏休みの行動にご注意を！
　生徒達も夏休みは気がゆるみがちです。興味本位で
繁華街のにぎやかな場所に立ち入ると自分だけでは解
決できない状況に陥ることになりかねません。そのよ
うなことを未然に防ぐために、休暇期間中も規則正し
い生活を送らせ、外泊、夜間の外出はさせないよう御
指導ください。また、自分にその気はなくても事件に
巻き込まれることも十分考えられます。普段から生徒
の状況を十分に把握していただき、一人で悩んでいる
ような場合は、保護者の方々から声をかけていただ
き、学校や警察に相談するようにしてください。生徒
達が有意義な夏休みを過ごせるために保護者と我々で
サポートしていきましょう。

夏期特別授業について

学習合宿の予定（対象：英数特進全学年）

　本校では、受験生の保護者の皆さんに仰星の教育内容をより詳しく知っていただ
くために、生徒による施設案内や吹奏楽のミニコンサート、中等部では公開授業を
実施するなど、趣向を凝らした説明会を開催しています。また、受験生には、オー
プンスクールに参加して仰星を体感してもらいます。

お知らせお知らせ

入試説明会
オープンスクール

●10月３・４・５日に星河祭が行われます。
●３日は体育の部、４・５日は文化の部。
●体育の部では、各クラス・団に分かれて優勝目指して頑張ります。
●男らしく豪快な「のぼり棒」や「棒引き」、動きはありませんが「マッスルパワー」は体力
と精神力の見せ所、ユーモラスな動きにも人気があります。

●女子の「鉄女レース」は顔を真っ白にしながら、なりふり構わないレースぶりに人気があり
ます。

●文化の部では、各クラスで出し物を考え、様々なイベントを行います。
●恒例となっている、高校生の模擬店や劇、中等部のダンスなど、クラスが一丸となり、１つ
のものを完成させていきます。

●来校者数も年々増加しており、より活気だったものになっているので、今年も良い星河祭で
あるように、学校一丸となって楽しみましょう。

お知らせお知らせ
星河祭

生徒部
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副校長 津 山 憲 司

　盛夏の候、いよいよ夏休みに入りますが、今年

の夏も酷暑が予想されます。栄養補給・水分補給

など、熱中症対策に充分気をつけてあげていただ

きたいと思います。また、今年の夏は４年に１度

のスポーツの祭典・平和の祭典であるオリンピッ

クが北京で開催されます。選手たちの熱い闘いぶ

りに、きっと心も熱くする夏休みになることで

しょう。

　さて、先日、高校１年生の高校現代文明論の授

業で、知的財産授業プレゼンテーションが行われ

ました。各クラス６～８班に分かれ、それぞれ

テーマを決めてプレゼンテーションを行いまし

た。テーマの中には、「インスタント食品」や

「冷凍食品」、また「飛行機」や「電化製品」と

いったひと昔前の発明品から、「携帯電話」や

「バイオ燃料」、「AED」といった最近の10年く

らいの発明品を扱っている班もありました。ま

た、「ネットオークション」や「中高一貫校」、

賛否が社会的問題にもなった「赤ちゃんポスト」

など、‘もの’ではなく‘システム’を取り上げている班

もありました。どの班も模造紙を使って工夫を凝

らした発表でした。この知的財産教育では、‘もの’

にしろ‘システム’にしろ、それぞれがこの社会にど

のような影響をもたらしたのか。そのメリット・

デメリットを考察することで、社会とどのように

繋がっているのかを理解することが大切です。さ

らに、そこから自分自身がこの社会とどう関わっ

ていくべきなのかを考える一つの道筋を養うこと

が大きな目的となっています。

　この夏休みを利用して、ご家庭でも、お子様と

社会との関わりをさらに深めるような体験や考察

をぜひ積んで欲しいと思います。自分の身のまわ

りのこと、社会で問題になっていること、世界で

起こっていることに目をむけ、他人事ではなく自

分のこととして少し立ち止まって考えてみる機会

をもつこと。また、そのような話題を、ぜひご家

庭の中で共有していただきたいと思います。今ま

で気づかないことが見え、今までにない自分自身

をきっと発見できるはずです。

　この夏、北京で繰り広げられる熱い闘いに、た

くさんの感動と勇気をもらえるはずです。そんな

話題も社会を見る一つの窓となるはずです。そん

な話題をきっかけにしてお子様と対話しながら、

この夏休みに心の窓を広げてあげるようなサポー

トをしてあげてください。

　最後になりましたが、怪我や事故には十分に気

をつけて元気に過ごしてください。

7月～9月行事予定

集後記編 後
　「夏を制するものは受験を制す」。これは昔から受験界で使われている格言である。要するに、長い休みの間どのように
過ごすかが大切か、ということを伝えたものだ。これは受験だけではなく部活動などでもいえるだろう。長い夏休み、無駄に
することなく毎日目標を持ち、有意義に過ごそう。（M.T）

『心の窓をひろげる夏に・・・』『心の窓をひろげる夏に・・・』

中等部 高等学校

夏休み
３者面談
海の日
３者面談
３者面談
英数特進学習合宿（～７/30）
学園オリンピック（スポーツ部門を除く）
（～８/５）
学校閉鎖（～８/17）
全校集会・HR・大掃除
授業開始（平常授業）
課題試験
朝礼
五木模試（１～３年総合進学、３年英数）
中等部三測定
自宅学習（中１公開授業）
入試説明会
敬老の日
秋分の日
１～３h授業・４hMHR・午後準備
星河祭（体育の部）

星河祭（文化の部）

７月19日（土）

21日（月）
22日（火）
23日（水）
25日（金）
31日（木）

８月９日（土）
25日（月）
26日（火）

９月２日（火）
８日（月）
12日（金）

13日（土）

15日（月）
23日（火）
30日（火）

10月３日（金）
４日（土）～５日（日）

夏休み
３者面談
海の日
３者面談
３者面談
夏期特別授業（英数特進・総合Ⅰ類）
（～７/29）
学園オリンピック（スポーツ部門を除く）
（～８/５）
学園オリンピック（スポーツ部門）
（～８/８）
学校閉鎖（～８/17）
夏期特別授業（英数特進・総合Ⅰ類）
（～８/22）
全校集会・HR・大掃除
授業開始（平常授業）
学園基礎学力総合試験（３年）
３年センター試験説明会（放課後）
３年第１回ベネッセ駿台マーク模試
３年東海希望者共通実力試験（英数国）
２年進路 LHR
自宅学習
入試説明会
敬老の日
１年キャリア教育（１～２h）
２年キャリア教育（３～４h）
秋分の日 
１～３h授業・４hMHR・午後準備
星河祭（体育の部）

星河祭（文化の部）

７月19日（土）

21日（月）
22日（火）
23日（水）
24日（木）

31日（木）

８月６日（水）

９日（土）
19日（火）

25日（月）
26日（火）

９月４日（木）

10日（水）

11日（木）
13日（土）

15日（月）
18日（木）

23日（火）
30日（火）

10月３日（金）
４日（土）～５日（日）




