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中等部教頭・生徒募集対策室室長

田 中 敦 夫

アメリカのサブプライムローンによる金融危機
に端を発した世界同時不況が、日本にも影響を与
え、昨年末から人員削減や賃金カットなど、連日
のようにマスコミが報道している。しかし、教員
という職に就いていると、このような経済変化を
身近に感じることが少ないのも事実だ。近年は、
経済状況だけではなく、急激かつ複雑な変化が教
育業界にも起きている。少子化による大学全入時
代到来により、約750の大学のうち半数近くが定
員割れを起こしているのが一例だ。私立高校や中
学でも同じようなことが考えられ、今後、激しい
学校間競争が続けば、学校経営の存続が危ぶまれ
る法人が出てきて、収入が減ったり職を失う教員
も出てくるだろう。
競争という言葉が、教育になじまないという考
え方もあるが、この機会に、教育内容を充実させ、

今こそ学校の独自性をアピールする絶好のチャン
スだととらえるべきである。企業が業績を上げる
ためには、より良く、より安い商品を販売すれば
よいが、学校には、そのような原則はない。なぜ
ならば、生徒・保護者の教育に対するニーズは多
様であり、一律に教育を語ることはできない。本
校では、自由な校風のもと規律を重んじ、学習だ
けでなく、クラブ活動や行事への参加などバラン
スのとれた教育を目指している。教員が生徒と向
き合うことにより、満足度を高め、将来、社会人
としてリーダーシップを発揮できる人材を育成す
ることを目標にしている。
生徒募集活動の中で、中学や塾の先生と話す機
会があり、本校に卒業生が在籍している場合は、
「仰星のことをどのように言っていますか」と質問
することにしている。その時に、「楽しい学校です、
と言っています」という答えが返ってくることが
多い。この言葉を聞くと、学校の一番大事な部分
は、失っていないと感じ、競争に生き残れる学校
と感じるのは、私だけだろうか。
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第 27 号

厳しい募集環境と本校へのニーズ

【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）

出願日 入試日 合格発表
１次 １月８日（木）～16日（金） １月17日（土） １月18日（日）15：00
２次 １月８日（木）～19日（月）８：30まで １月19日（月） １月21日（水）15：00

【募集定員】 英数特進コース 40名
 総合進学コース 180名
 ＊他に内部進学予定約120名　　　　

出願日 入試日 合格発表
１次 １月28日（水）～２月３日（火） ２月10日（火）・11日（水） ２月13日（金）
1.5次 ２月13日（金）～16日（月） ２月17日（火） ２月19日（木）

2009年度
中等部入試

2009年度
高校入試

中等部 高等学校

集後記編 後

１月～３月行事予定１月～３月行事予定

2009年になりました！しかし、今の学年で、今のクラスでいる時間も残りわずかとなりました。残りの３ヶ
月、やり残したことはありませんか？４月からの新しい年度に向け、毎日大切に過ごしていきましょう！（Ｍ）
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１月８日㈭ 全校集会・HR・大掃除
１月９日㈮ 課題試験     
１月12日㈪ 成人の日
１月15日㈭ 百人一首大会
１月17日㈯ 自宅学習 

中等部入試
１月19日㈪ 自宅学習 

中等部入試
１月23日㈮ 漢字検定
１月24日㈯ 耐寒行進
１月26日㈪～31㈯

忘れ物撲滅週間
１月31日㈯ 耐寒行進（予備日）
２月９日㈪ 朝礼
２月10日㈫ 自宅学習

高校入試（学科）
２月11日㈬ 高校入試（面接）

建国記念日
２月12日㈭ 自宅学習

振替休日
２月13日㈮ 五ツ木模試（１・２年）
２月14日㈯ 人権教育LHR
２月24日㈫ １～３h 授業
２月25日㈬～27日㈮

学年末試験
２月27日㈮ 中３保健講話
２月28日㈯ 自宅学習
３月２日㈪ 自宅学習

高校卒業式
３月３日㈫ 答案返却
３月４日㈬ 自宅学習
３月５日㈭～９日㈪

１～３h 特別時間割（日曜除く）
３月10日㈫ イングリッシュコンテスト
３月11日㈬ １～３h 特別時間割（１・２年）

３年卒業式リハーサル
３月12日㈭ １～４h 特別時間割（１・２年）

３年卒業式リハーサル
３月13日㈮ 全学年卒業式リハーサル、中等部集会

教科書販売、写真撮影
３月14日㈯ 卒業式
３月16日㈪～23日㈪

１～３h 特別時間割（日曜除く）
３月16日㈪～19日㈭

午後：三者面談（１・２年）
３月20日㈮ 春分の日
３月24日㈮ 修了式

１月８日㈭ 全校集会・HR・大掃除
１月９日㈮ 共通実力試験  
１月９日㈮～31日㈯

３年特別講座
１月12日㈪ 成人の日
１月13日㈫～15日㈭

３年追試
１月17日㈯ 自宅学習

中等部入試（センター試験）
１月18日㈰ センター試験
１月19日㈪ 自宅学習

中等部入試
１月20日㈫ １・２年進研記述模試
１月22日㈭ １年合唱コンクール（５～６h）
１月31日㈯ 女子ダンス発表会
２月５日㈭ １年進路LHR（各クラス）

２年進路LHR（ベネッセ講演会）講堂
２月６日㈮ ２年進研マーク模試
２月10日㈫ 自宅学習

高校入試（学科）
２月11日㈬ 高校入試（面接）

建国記念日
２月12日㈭ 自宅学習

振替休日
２月19日㈭ 人権教育LHR
２月24日㈫～27日㈮

学年末試験
２月26日㈭ ３年登校日
２月27日㈮ ２年写真撮影（卓球場）
２月28日㈯ 卒業式リハーサル

高校集会（１・２年集会後ＨＲ掃除下校）
３月２日㈪ 卒業式

１・２年自宅学習
３月３日㈫ 答案返却

高１写真撮影（卓球場）
３月４日㈬～５日㈭

自宅学習
３月６日㈮～12日㈭

１～３h 特別時間割（１年）（日曜除く）
２年研修旅行

３月12日㈭ ４h　１年スタディーサポート（学習リサーチ）
３月13日㈮ １年スタディーサポート（60分×３教科）

２年振替休日
３月14日㈯ 自宅学習　　午後：追試オリエンテーション
３月16日㈪～19日㈭

１～３h 特別時間割（１・２年）
３月18日㈬～21日㈯

追試
３月20日㈮ 春分の日
３月21日㈯ 自宅学習

追試
３月23日㈪ 自宅学習
３月24日㈫ 修了式　高校教科書販売

高校１・２年写真取り直し（卓球場）
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耐寒行進 体育科

「漢字検定」実施について 国語科

「英語検定」について 英語科

百人一首大会 国語科

English Contest 英語科 卒業式について 中高学年主任

学年末試験に向けて 中高教務部

合唱コンクール 音楽科

研修旅行（ドイツ）

研修旅行（沖縄）研修旅行（オーストラリア）

ダンス発表会 体育科

　１月24日（土）、第13回中等部耐寒行進が開催され
ます。今年は、コースを多少リニューアルし、中書
島の伏見港公園を出発地点とします。宇治川の雄大
な景色を眺めながら宇治平等院を通過して学校を目
指す、とても気持ち良く歩きやすい道のりになってい
ますので楽しみにしてください。しかし42㎞はたっぷ
りありますので、あまり最初からはしゃぎすぎると最
後にきつくなりますのでご注意ください。

耐寒行進実行委員長　菊池　聡

　仰星中等部では毎年、全員による漢字検定の受
検を行っています。本年度は来たる2009年１月23日
に校内受検を実施します。中学卒業までに、総合
コースは３級の取得を、英数コースは準２級の取得
を目標にしています。
　この資格は、本人の努力のたまものであり、一生
の財産となるものです。生徒の皆さんは、日ごろの
学習の成果を発揮し、より上級の取得を目指して学
習に励んでください。

　中等部では、毎年英検の実施を通して、各自の
英語力がどれだけ向上したかの確認を行っていま
す。生徒自身の英語学習の目標ともなり、活発に英
語学習に励む動機づけにもなっています。本年度は
１月23日金曜日の漢字検定後に行われ、３学年合わ
せて５級から２級まで受験する予定です。生徒の皆
さんは、日ごろの成果を発揮して、合格点に近づけ
るようしっかりと勉強に励みましょう。

　来たる１月15日（木）、第13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）の二部構成です。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、国語やHRの時間などで練習を重ね実戦に臨ん
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？しかし、毎年１年生の班が
予選を勝ち上がったり、上級生に善戦したりと大
健闘し、大いに盛り上がっています。今年も若い
力を期待しています。

　３月10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
台で発表を行ないます。１年生は暗唱と言っても、
一人一人個性があり、同じ物語を様々な表現方法
で楽しむことができます。２年生は、台本から自
分たちで考えた力作揃いで、年々凝った演出で会
場を沸かせてくれます。また、３年生は、自らの
主張の発表を堂々と行ない、この大会の最後を締
めくくります。どの学年も一生懸命準備を積んで
臨みます。当日は保護者の方にもご覧いただけま
すので、お時間のある方は、是非お越しください。

　上記の通り、高校は第24回、中等部は第11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々をお迎えして感動的な
卒業式が挙行されてきました。
　３年間また６年間の成長ぶりをご覧いただきた
く、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。

　少し先の話になりますが、高校は２月24日（火）か
ら、中等部は25日（水）から学年末試験が予定されて
います。２年生の皆さんはご存知だと思いますが、
昨年度まで定期試験は年間４回の実施でした。今
年度から年間５回の実施となり試験範囲も少なくな
りました。これまでの４回はそれぞれ満足できる結
果を残すことができましたでしょうか。いよいよ今
回で定期試験は最後となります。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家庭
学習の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なポイ
ントです。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ので、できる限り早く、計画
的な試験対策を実行しましょう。

　2009年１月22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。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６回目を数える合唱
コンクールでは各クラスの特色が出て、普段とは
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。

　ドイツコースはベルリンを中心に旅をします。
現地での初日はツェツィーリエンホーフ宮殿やサ
ンスーシ宮殿を見学した後、二手に分かれてプロ
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。２日目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。また、最終日
にはグループに別れて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たいと思いま
す。人間的に大きく成長できるような旅行にした
いと考えています。

　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・サイクリン
グ体験の２つのコースに分かれて行動します。こ
れらの体験を通して沖縄の伝統文化と平和につい
ての学習を行い、実り多い研修旅行にしていきた
いです。

　オーストラリアコースは最多参加人数の163名
で実施されます。研修拠点となるブリスベンや
ゴールドコーストは東海岸に位置し、雄大な自然
や独特の文化に触れることができ、様々なことに
生徒たちは興味を抱いてくれることと思います。
また、ホームステイを通じて、ホストファミリー
の方と積極的にかかわっていくことで、たくさん
のことを学び吸収していってほしいと思います。
人として大きく成長できたと実感できる素晴らし
い研修にしていきたいです。

2009年２月７日土曜日　13時30分開演
　第１部  
１ １－６・９Ａ 忍者
２ １－３ アラビアンナイト
３ １－８ 北風と太陽
４ １－５ 春
５ １－２ 白鳥の王子
６ １－４ 海賊
７ １－７ 不死鳥
８ １－６・９Ｂ マーメイド
　第２部
１ ２－２・３ 夜鷹の星
２ ２－６ 怪盗
３ ２－７・８ 風
４ ２－４・５ 蝶

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２日（月）　開式10：00

中等部
３月14日（土）　開式10：00
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耐寒行進 体育科

「漢字検定」実施について 国語科

「英語検定」について 英語科

百人一首大会 国語科

English Contest 英語科 卒業式について 中高学年主任

学年末試験に向けて 中高教務部

合唱コンクール 音楽科

研修旅行（ドイツ）

研修旅行（沖縄）研修旅行（オーストラリア）

ダンス発表会 体育科

　１月24日（土）、第13回中等部耐寒行進が開催され
ます。今年は、コースを多少リニューアルし、中書
島の伏見港公園を出発地点とします。宇治川の雄大
な景色を眺めながら宇治平等院を通過して学校を目
指す、とても気持ち良く歩きやすい道のりになってい
ますので楽しみにしてください。しかし42㎞はたっぷ
りありますので、あまり最初からはしゃぎすぎると最
後にきつくなりますのでご注意ください。

耐寒行進実行委員長　菊池　聡

　仰星中等部では毎年、全員による漢字検定の受
検を行っています。本年度は来たる2009年１月23日
に校内受検を実施します。中学卒業までに、総合
コースは３級の取得を、英数コースは準２級の取得
を目標にしています。
　この資格は、本人の努力のたまものであり、一生
の財産となるものです。生徒の皆さんは、日ごろの
学習の成果を発揮し、より上級の取得を目指して学
習に励んでください。

　中等部では、毎年英検の実施を通して、各自の
英語力がどれだけ向上したかの確認を行っていま
す。生徒自身の英語学習の目標ともなり、活発に英
語学習に励む動機づけにもなっています。本年度は
１月23日金曜日の漢字検定後に行われ、３学年合わ
せて５級から２級まで受験する予定です。生徒の皆
さんは、日ごろの成果を発揮して、合格点に近づけ
るようしっかりと勉強に励みましょう。

　来たる１月15日（木）、第13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）の二部構成です。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、国語やHRの時間などで練習を重ね実戦に臨ん
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？しかし、毎年１年生の班が
予選を勝ち上がったり、上級生に善戦したりと大
健闘し、大いに盛り上がっています。今年も若い
力を期待しています。

　３月10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
台で発表を行ないます。１年生は暗唱と言っても、
一人一人個性があり、同じ物語を様々な表現方法
で楽しむことができます。２年生は、台本から自
分たちで考えた力作揃いで、年々凝った演出で会
場を沸かせてくれます。また、３年生は、自らの
主張の発表を堂々と行ない、この大会の最後を締
めくくります。どの学年も一生懸命準備を積んで
臨みます。当日は保護者の方にもご覧いただけま
すので、お時間のある方は、是非お越しください。

　上記の通り、高校は第24回、中等部は第11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々をお迎えして感動的な
卒業式が挙行されてきました。
　３年間また６年間の成長ぶりをご覧いただきた
く、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。

　少し先の話になりますが、高校は２月24日（火）か
ら、中等部は25日（水）から学年末試験が予定されて
います。２年生の皆さんはご存知だと思いますが、
昨年度まで定期試験は年間４回の実施でした。今
年度から年間５回の実施となり試験範囲も少なくな
りました。これまでの４回はそれぞれ満足できる結
果を残すことができましたでしょうか。いよいよ今
回で定期試験は最後となります。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家庭
学習の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なポイ
ントです。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ので、できる限り早く、計画
的な試験対策を実行しましょう。

　2009年１月22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。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６回目を数える合唱
コンクールでは各クラスの特色が出て、普段とは
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。

　ドイツコースはベルリンを中心に旅をします。
現地での初日はツェツィーリエンホーフ宮殿やサ
ンスーシ宮殿を見学した後、二手に分かれてプロ
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。２日目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。また、最終日
にはグループに別れて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たいと思いま
す。人間的に大きく成長できるような旅行にした
いと考えています。

　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・サイクリン
グ体験の２つのコースに分かれて行動します。こ
れらの体験を通して沖縄の伝統文化と平和につい
ての学習を行い、実り多い研修旅行にしていきた
いです。

　オーストラリアコースは最多参加人数の163名
で実施されます。研修拠点となるブリスベンや
ゴールドコーストは東海岸に位置し、雄大な自然
や独特の文化に触れることができ、様々なことに
生徒たちは興味を抱いてくれることと思います。
また、ホームステイを通じて、ホストファミリー
の方と積極的にかかわっていくことで、たくさん
のことを学び吸収していってほしいと思います。
人として大きく成長できたと実感できる素晴らし
い研修にしていきたいです。

2009年２月７日土曜日　13時30分開演
　第１部  
１ １－６・９Ａ 忍者
２ １－３ アラビアンナイト
３ １－８ 北風と太陽
４ １－５ 春
５ １－２ 白鳥の王子
６ １－４ 海賊
７ １－７ 不死鳥
８ １－６・９Ｂ マーメイド
　第２部
１ ２－２・３ 夜鷹の星
２ ２－６ 怪盗
３ ２－７・８ 風
４ ２－４・５ 蝶

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２日（月）　開式10：00

中等部
３月14日（土）　開式10：00
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中等部教頭・生徒募集対策室室長

田 中 敦 夫

アメリカのサブプライムローンによる金融危機
に端を発した世界同時不況が、日本にも影響を与
え、昨年末から人員削減や賃金カットなど、連日
のようにマスコミが報道している。しかし、教員
という職に就いていると、このような経済変化を
身近に感じることが少ないのも事実だ。近年は、
経済状況だけではなく、急激かつ複雑な変化が教
育業界にも起きている。少子化による大学全入時
代到来により、約750の大学のうち半数近くが定
員割れを起こしているのが一例だ。私立高校や中
学でも同じようなことが考えられ、今後、激しい
学校間競争が続けば、学校経営の存続が危ぶまれ
る法人が出てきて、収入が減ったり職を失う教員
も出てくるだろう。
競争という言葉が、教育になじまないという考
え方もあるが、この機会に、教育内容を充実させ、

今こそ学校の独自性をアピールする絶好のチャン
スだととらえるべきである。企業が業績を上げる
ためには、より良く、より安い商品を販売すれば
よいが、学校には、そのような原則はない。なぜ
ならば、生徒・保護者の教育に対するニーズは多
様であり、一律に教育を語ることはできない。本
校では、自由な校風のもと規律を重んじ、学習だ
けでなく、クラブ活動や行事への参加などバラン
スのとれた教育を目指している。教員が生徒と向
き合うことにより、満足度を高め、将来、社会人
としてリーダーシップを発揮できる人材を育成す
ることを目標にしている。
生徒募集活動の中で、中学や塾の先生と話す機
会があり、本校に卒業生が在籍している場合は、
「仰星のことをどのように言っていますか」と質問
することにしている。その時に、「楽しい学校です、
と言っています」という答えが返ってくることが
多い。この言葉を聞くと、学校の一番大事な部分
は、失っていないと感じ、競争に生き残れる学校
と感じるのは、私だけだろうか。

発行　東海大学付属仰星高等学校中等部
　　　東海大学付属仰星高等学校
編集　広　報　委　員　会
〒573-0018　枚方市桜丘町60-1
電話  （072）849-7211

第 27 号

厳しい募集環境と本校へのニーズ

【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）

出願日 入試日 合格発表
１次 １月８日（木）～16日（金） １月17日（土） １月18日（日）15：00
２次 １月８日（木）～19日（月）８：30まで １月19日（月） １月21日（水）15：00

【募集定員】 英数特進コース 40名
 総合進学コース 180名
 ＊他に内部進学予定約120名　　　　

出願日 入試日 合格発表
１次 １月28日（水）～２月３日（火） ２月10日（火）・11日（水） ２月13日（金）
1.5次 ２月13日（金）～16日（月） ２月17日（火） ２月19日（木）

2009年度
中等部入試

2009年度
高校入試

中等部 高等学校

集後記編 後

１月～３月行事予定１月～３月行事予定

2009年になりました！しかし、今の学年で、今のクラスでいる時間も残りわずかとなりました。残りの３ヶ
月、やり残したことはありませんか？４月からの新しい年度に向け、毎日大切に過ごしていきましょう！（Ｍ）
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１月８日㈭ 全校集会・HR・大掃除
１月９日㈮ 課題試験     
１月12日㈪ 成人の日
１月15日㈭ 百人一首大会
１月17日㈯ 自宅学習 

中等部入試
１月19日㈪ 自宅学習 

中等部入試
１月23日㈮ 漢字検定
１月24日㈯ 耐寒行進
１月26日㈪～31㈯

忘れ物撲滅週間
１月31日㈯ 耐寒行進（予備日）
２月９日㈪ 朝礼
２月10日㈫ 自宅学習

高校入試（学科）
２月11日㈬ 高校入試（面接）

建国記念日
２月12日㈭ 自宅学習

振替休日
２月13日㈮ 五ツ木模試（１・２年）
２月14日㈯ 人権教育LHR
２月24日㈫ １～３h 授業
２月25日㈬～27日㈮

学年末試験
２月27日㈮ 中３保健講話
２月28日㈯ 自宅学習
３月２日㈪ 自宅学習

高校卒業式
３月３日㈫ 答案返却
３月４日㈬ 自宅学習
３月５日㈭～９日㈪

１～３h 特別時間割（日曜除く）
３月10日㈫ イングリッシュコンテスト
３月11日㈬ １～３h 特別時間割（１・２年）

３年卒業式リハーサル
３月12日㈭ １～４h 特別時間割（１・２年）

３年卒業式リハーサル
３月13日㈮ 全学年卒業式リハーサル、中等部集会

教科書販売、写真撮影
３月14日㈯ 卒業式
３月16日㈪～23日㈪

１～３h 特別時間割（日曜除く）
３月16日㈪～19日㈭

午後：三者面談（１・２年）
３月20日㈮ 春分の日
３月24日㈮ 修了式

１月８日㈭ 全校集会・HR・大掃除
１月９日㈮ 共通実力試験  
１月９日㈮～31日㈯

３年特別講座
１月12日㈪ 成人の日
１月13日㈫～15日㈭

３年追試
１月17日㈯ 自宅学習

中等部入試（センター試験）
１月18日㈰ センター試験
１月19日㈪ 自宅学習

中等部入試
１月20日㈫ １・２年進研記述模試
１月22日㈭ １年合唱コンクール（５～６h）
２月５日㈭ １年進路LHR（各クラス）

２年進路LHR（ベネッセ講演会）講堂
２月６日㈮ ２年進研マーク模試
２月７日㈯ 女子ダンス発表会
２月10日㈫ 自宅学習

高校入試（学科）
２月11日㈬ 高校入試（面接）

建国記念日
２月12日㈭ 自宅学習

振替休日
２月19日㈭ 人権教育LHR
２月24日㈫～27日㈮

学年末試験
２月26日㈭ ３年登校日
２月27日㈮ ２年写真撮影（卓球場）
２月28日㈯ 卒業式リハーサル

高校集会（１・２年集会後ＨＲ掃除下校）
３月２日㈪ 卒業式

１・２年自宅学習
３月３日㈫ 答案返却

高１写真撮影（卓球場）
３月４日㈬～５日㈭

自宅学習
３月６日㈮～12日㈭

１～３h 特別時間割（１年）（日曜除く）
２年研修旅行

３月12日㈭ ４h　１年スタディーサポート（学習リサーチ）
３月13日㈮ １年スタディーサポート（60分×３教科）

２年振替休日
３月14日㈯ 自宅学習　　午後：追試オリエンテーション
３月16日㈪～19日㈭

１～３h 特別時間割（１・２年）
３月18日㈬～21日㈯

追試
３月20日㈮ 春分の日
３月21日㈯ 自宅学習

追試
３月23日㈪ 自宅学習
３月24日㈫ 修了式　高校教科書販売

高校１・２年写真取り直し（卓球場）




