
「仰星とともに幸あらん」

私は、本校が設立した30年の歴史を改めて考える時、
枚方市の街の発展と深く関わってきた本校の歴史的経緯
や地理的な位置、自然環境などから、様々な社会的要素
や教育に関わる諸条件を整理する内に、この利点を最大
限に利用していく必要を感じました。人間を育てる教育
の場所は、樹木に覆われて草木の緑多く、自然環境に恵
まれた所を例として、こういう環境でなくてはならないと
いう規程はありませんが、それと匹敵する社会条件に恵
まれたといえる点も他方ではあるわけです。本校で学ぶ
生徒の皆さん一人ひとりが学校に愛情と誇りを持って巣
立ってほしいと願うものです。淀川の堤防沿いを歩いて
参りますと、都心とはいえ爽やかな風の中で、色とりど
りの草の花が咲いていました。
道のべに咲くやこの花　花にさえ
� えにしなくしてわが逢うべしや　　
これは、国文学者の金田一京介の歌です。道野辺の名

も知らぬ花にも、縁
えにし

がなかったら逢うことはなかったろう、

この草花との巡りあいも縁だという意味です。
私も「えにし」があって、本校に勤務して、生徒、保護者、
教職員の皆さんに巡りあったわけです。このえにしを大
切にして、自分のもてる力で精一杯努力しょうと思いま
した。本校に入学して巡りあった生徒の皆さんや先生方
とのえにしを大切にして、しっかり学校運営ができるよ
うにしたいと考えております。
次に私が感謝していることは、本校の保護者の皆様が
教育方針をよく理解してくださり、陰に陽にご協力をい
ただいていることであります。
申しあげるまでもなく、これからの学校教育は、地域社
会・家庭のご理解とご協力がありませんと、充分な成果を
挙げることはできません。そういう意味で私は、熱心な保
護者会がありますことを、たいへん心強く思っております。
本校は、地域社会の要請にもとづいて創設されて、32

年経ちました。この歳月の中で築いてきた良き校風と伝
統の上に立って、新たな創設期ともいうべき新発展をは
かる時を迎えたのではないかと感じているころです。
このような時期に、校長としてどのような経営施策が必
要なのか痛感いたしておりますが、幸い本校には熱心な先
生方が揃っております。これらの教職員と手を携え、保護
者会の皆様方のご協力をいただいて、本校発展の一翼を担
いたいと思っております。引き続きご支援の程よろしくお
願いいたします。

校  長　揚村洋一郎

2014年３月31日付けで離任された教職員 2014年４月１日付けで着任された教職員
北 野 長 生〔校長〕

石 田 　 翼〔英語〕

大岡いづみ〔英語〕

平 田 春 雄〔英語〕

飯 山 晋 一〔英語〕

大 矢 　 敦〔英語〕

小久保　力〔英語〕

ビリー・ヨーン〔英語〕

井 上 侑 樹〔数学〕

安 田 享 子〔数学〕

小 山 靖 之〔数学〕

植 村 將 人〔数学〕

谷 口 正 親〔数学〕

福田佐和子〔数学〕

飯 田 晃 子〔国語〕

揚村洋一郎〔校長〕

野 原 恵 美〔英語〕

大 橋 浩 美〔英語〕

家 長 佳 那〔英語〕

市 川 有 紀〔英語〕

ディビット・ダンラップ〔英語〕

廣 野 文 代〔数学〕

川口和香奈〔数学〕

岡 部 道 雄〔数学〕

坂尻龍之介〔国語〕

竹 内 優 姫〔国語〕

芳 川 恵 理〔理科〕

前 田 博 志〔理科〕

小 嶺 萌 実〔社会〕

雨 森 大 地〔保体〕

関 　 雅 文〔技術〕

下 野 信 子〔家庭〕

小林美智代〔家庭〕

前 川 良 恵〔事務職員〕

黒 田 大 河〔国語〕

近 藤 聖 子〔国語〕

中 田 直 樹〔理科〕

佐野真希子〔理科〕

佐々木みえ〔理科〕

高 堂 健 治〔理科〕

吉 田 和 子〔理科〕

村 上 年 亮〔社会〕

土 井 崇 司〔保体〕

荒 木 俊 輔〔情・技〕

小 板 愛 弓〔家庭〕

秋 本 順 子〔家庭〕

上山香恵子〔家庭〕

森 川 志 保〔事務職員〕

2014年（平成26年）４月15日発行 （1）第　48　号天　の　川

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
発行者　校長　揚　村　洋一郎
〒573-0018　枚方市桜丘町60-1
電話  （072）849-7211

第　48　号



１）高校　学園基礎学力定着度試験の重要性
下記の要領で、学園基礎学力定着度試験（５教科50分）が付属校生全員を対象に実施されます。高校１年生

は、中学校の内容より、高校２・３年生は、高校１・２年での学習内容より出題されます。一日一日の学習
の積み重ねの成果が評価されます。自己の学力の評価と共に、大学進学への自己進路実現にも大きなウエイ
トを占めます。東海大学への付属推薦をはじめ、他大学の指定校推薦における重要な選考資料となります。
東海大学への内部推薦の例を説明します。東海大学をはじめ、東海大学短期大学部、東海大学医療技

術短期大学、東海大学福岡短期大学、HTIC（ハワイ東海インターナショナルカレッジ）へは、学校長の推
薦により進学することができます。推薦にあたっては、３年間の学習成績（定期試験+平常点や校内実力
試験）のほか、高校２・３年４月の学園基礎学力定着度試験や学園オリンピック（文化部門）などの成績、
生徒会活動や部活動の成果などをベースに特別（学力・技能・奨励）推薦、および内部推薦という形で推
薦が決定されます。具体的な手続きとしては､ ３年生の５月の特別推薦制度へのエントリーから始まり、
５月下旬に小論文試験、書類審査､ 適性審査を経て､ ６月候補者決定、10月出願、そして11月下旬に合
格発表が行われます｡
一日一日の学習の積み重ねが希望に続く道を拓くことに繋がります。この試験の重要性を理解して、

真剣に取り組んでください。

１．実施日：４月11日（金）
２．内　容：国語、数学、英語、理科、地歴・公民（社会）
	 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みます。
３．時　程：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〔＊リスニングを含む。（３学年共通）〕
　　　　　　　　　　　《　昼　食　》
	 ４時限　13：00～13：50	　理科
	 ５時限　14：05～14：55	　地歴・公民（社会）

２）2015年度付属推薦入学　小論文試験実施要項（予定）
１．試験日：５月20日（火）
２．時間割：８：35　登校
	 ８：45　志望理由書の記入
	 ９：00　小論文（40分）
	 ９：40　後日の校長面接について（プリント配布）
※上記の小論文試験を受験しない高校３年生は、自宅学習となります。

３）模擬試験について
１．高校３年　６月進研マーク模試
実施日：６月11日（水）　時間割は、後日連絡いたします。
実施予定科目（下記の教科より選択受験）
国語	（200点・80分）
数学	（各100点・60分）
英語	（200点・80分）+リスニング（50点・30分）
地歴・公民	（各100点・各60分）
理科	（各100点・各60分）
　１組は平常授業（但し、希望者は上記の模試を受験可）。

２．高校３年　７月進研記述模試
実施日：７月２日（水）　時間割は、後日連絡いたします。
実施予定科目（下記の教科より選択受験）
国語	（200点・90分）
数学	（200点・100分または120分）
英語	（200点・90分）
地歴・公民	（各100点・各50分）
理科	（各100点・各50分）
　１組は平常授業（但し、希望者は上記の模試を受験可）。

３．高校１・２年　７月進研記述模試
実施日：７月２日（水）　時間割は、後日連絡いたします。
実施予定科目
１年	国語	（100点・60分）　　２年	国語	（100点・80分）
１年	数学	（100点・80分）　　２年	数学	（100点・100分）
１年	英語	（100点・60分）　　２年	英語	（100点・80分）
　１組は平常授業（但し、希望者は上記の模試を受験可）。

４）高校１年生の「スタディーサポート」について
高校１年生は、学習状況リサーチと学力リサーチで構成される「スタディーサポート」を受験します。

「スタディーサポート」は、現在のあなたの学力の状態や学習習慣をチェックするテストです。	今、学力
面や学習生活面で、自分は何をすべきなのか、「スタディーサポート」を受験することで、今後の課題と
目標が明らかになります。	スタディーサポートの受験後に次の２種類の資料があなたの手元に届きます。
１つ目は、成績冊子とあなた専用の問題集が配布されます。学力・学習習慣の診断結果と弱点補強の

ためのあなた専用のワークとドリルが１冊になっています。まず復習が必要な分野について、ワークと
ドリルに取り組むことで、実力アップできます。
２つ目は、学習法情報誌です。これは、学習法について紹介した冊子です。１年生スタート時の学習

のポイントが詳しく説明してあります。生活スタイルや進路についての考え方がわかります。つまり、
今後の学習習慣について考えるための冊子です。
学習達成度や学習状況を確認して、あなたの希望する進路実現のための生活習慣改善や学習法改善を

サポートするのが「スタディーサポート」の第１のメリットなのです。　

１．学習状況リサーチ
　　実施日：８月25日（月）　40分間

２．学力リサーチ
　　実施日：８月25日（月）
　　１年　全クラス共通
８：35～８：40　	　SHR　出欠確認
８：40～９：40　	　国　　語（60分）
９：50～10：50　	　数　　学（60分）　
11：00～12：00　	　英　　語（60分）　
12：10～12：50　　	学習状況リサーチ（40分）

　進　　路
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５）学部学科説明会・東海大学学園全体説明会（予定）について
１．目　　的：	東海大学の学園全体の理解と「各学部およびその分野」の内容を把握することにより、生徒

自身の目指す進路の選択の幅を広げ、進路決定に役立てる。
２．対　　象：高校１年生、高校２年生、および同保護者
３．実施日時：６月28日（土）
　　　　　　　第１部　	９：20～10：20（60分）
　　　　　　　　　高校１年　学園全体説明会	（講堂）
　　　　　　　　　高校２年　学部説明会	 （各会場）
　　　　　　　第２部　	11：00～12：00（60分）
　　　　　　　　　高校１年　学部説明会	 （各会場）
　　　　　　　　　高校２年　学園全体説明会	（講堂）
４．場　　所：高校１～２年HR教室、多目的教室、視聴覚教室、理科教室、小教室、講堂
５．実施予定の「学部・分野」：21分野と専門学校数分野
６．参加予定の大学：東海大学と近隣の大学・専門学校

６）保護者対象の各種説明会（予定）について
５月10日（土）　東海大学学園全体の説明会
　　　　　　　13：50～14：40　本校講堂
１月24日（土）　高１・２年保護者対象進路講演会
　　　　　　　14：00～16：00　本校講堂

新しい年度が始まって早々に、課題試験が実施されます。英語・数学・国語の３教科（中学１年生は数学・
国語の２教科）についてはベネッセ学力推移調査を使用し、理科と社会は本校で作成したもので実施をしま
す。この日は試験だけでなく、「学習実態調査」という学習・生活習慣の点検アンケートも合わせて実施します。
これによって自分の学習・生活スタイルの見直しなどにも役立ててもらえればと思います。

春は定期健康診断の季節です。健康診断は、疾患の早期発見・早期治療という目的のほかに、生徒が測定
や検診を通じて自分のからだに関心を持ち、自分の健康課題や生活習慣を見直し、自律と自立の課題に取り
組むことを目的としています。必ず健康診断を受けるようご協力をお願いします。外部講師や本校カウンセ
ラーの保健講話も実施します。
また、お子様の健康状況でご心配な点がありましたら早めに保健室にご連絡、ご相談ください。

　中等部課題試験

相談室では従来の個別カウンセリングに加えて、生徒のみなさんを対象に、よりよい対人関係を築くため
のグループ活動をしています（通称「こみとれ」）。
例えば、意思表示が苦手、イライラしやすい、友達と揉め事になりやすいなど、対人関係や人付き合いに

あまり自信が持てないと感じている人は、どうぞ自由に参加してください。人とよりよくコミュニケーションする
コツを一緒に考えていきましょう。

場　所：本校２号館　２階　相談室内の学習室
時　間：だいたい月１〜２回、木曜日の15：30〜16：10に行っています。
対　象：本校在学生徒

参加を希望される方は、保健室で日時を確認して申し込みをしてください。

	 スクールカウンセラー	 小 川 真 理
	 	 久保田美津代

　スクールカウンセラーからのご案内

2014年５月10日（土）

【授 業 参 観】	 １限～３限

【保護者総会】	 13：00～（講堂）

【東海大学学園全体説明会】	 13：50～（講堂）

【クラス懇談会】	 説明会終了後～（各HR教室）

＊	詳細は後日生徒を通じてご案内いたします。多数のご出席をお待ちしております。

　授業参観・保護者総会・クラス懇談会等のお知らせ

実施日：2014年５月14日（水）
場　所：枚方市市民会館（京阪枚方市駅下車　徒歩３分）
　　　　（当日は１・２時間目が授業。その後移動）
時　程：13：30	開演　（開場	13：00）
佐野有美さんの講演
演題「あきらめないで」　

プロフィール
さの あみ　1990年愛知県生まれ。先天性四肢欠損症で生まれ、あるのは短い左足と３本の指のみ。
高校在学中はチアリーディング部に所属して活躍。詩集「あきらめないで」の中の詩が曲になり、2011
年日本レコード大賞の「企画賞」を受賞。
現在は、多方面からの講演依頼を受け積極的に活動中。

今年度の高校人権教育のテーマは「障がい者問題」です。
佐野さんの笑顔から溢れる温かいメッセージにぜひご期待ください。

　前期　高校生対象人権教育行事

　「保健の日」および前期の健康診断の予定について

４月10日（木）
「保健の日」
全学年授業なし

＜中高　全学年＞　歯科検診
＜中高　１年生＞　耳鼻科検診・保健講話
＜中等部２・３年生＞　内科検診・身体測定・尿一次検査
＜高校２・３年生＞　内科検診・身体測定・尿一次検査・保健講話

４月11日（金） ＜全学年＞　尿一次予備日　※各自で保健室に提出
４月17日（木） ＜中１＞　眼科検診…授業と並行して、クラス順に実施

４月23日（水）、24日（木） ＜全学年＞　尿二次検査　※各自で保健室に提出
４月30日（水） 健康診断の有所見者再検診　…学校医が来校して対象者に実施
５月10日（土） 第１回　学校医の個別健康相談　…　希望する保護者対象

４月17日（木）、５月８日（木）
５月15日（木）、６月19日（木） ＜高１＞　眼科検診…授業と並行してクラス順に実施

2014年（平成26年）４月15日発行2014年（平成26年）４月15日発行 （5）第　48　号（4）第　48号 天　の　川天　の　川



５月14日（水）、中等部スポーツ大会が「真剣勝負」で実施されます。
競技は各人がそれぞれ選択して参加するクラスマッチと、クラス全員で戦うドッヂボールがあります。勝
利ポイントの合計が最も多いクラスが総合優勝となりますが、ラストのドッヂボールでは総合優勝を賭けた
クライマックスを迎えます。３年生が貫禄勝ちをすることが多いのですが、１・２年生が大健闘をし、３年
生が悔し涙を流す年もあります。この行事を機に、クラスの団結力が高まっていきます。

　中等部スポーツ大会
高校校外学習は６月25日（水）に雨天決行で行われます。行き先はもちろん、バーベキュー、観光、釣りなど、

レクリエーションの内容まで、各クラスの校外学習委員を中心に自分たちで決めます。この校外学習を通じて、クラ
スの連帯感・結束力も高まり、クラスの雰囲気も更に良くなるきっかけとなります。皆さん大いに楽しんでください。

　高校校外学習

中等部では、毎年春に写生大会を行なっています。今年は５月29日（木）を予定しています。校外に出て、自
分の感性を発揮し絵を仕上げていくのは、とても有意義な体験です。描いた絵は、後日２号館特別教室前に
展示し、仰星の全生徒に見てもらえるようにしています。力作がそろった様子はなかなか壮観です！

　中等部写生大会

春の仰星イベントと言えば、球技大会があります。
球技大会は５月29日（木）＜予備日６月５日（木）＞に本校にて行われます。男子はサッカー・バレーボール・
バスケットボール・ソフトボールで、女子はバレーボール・ドッヂボール・卓球を行います。各クラスが団
結して必死に優勝目指して頑張ります。もちろん今年も教員チームも参戦して戦いますので、先輩・後輩・
教員関係なく白熱した戦いにして楽しい思い出を作りましょう。

　高校球技大会

東海大学付属仰星高等学校吹奏楽部　第25回定期演奏会
今年は昼、夜の２回公演で開催します。ご来場の皆さんに満足していただけるよう、部員一同、日々音楽
に演出に磨きをかけております。ぜひご来場ください！入場料は1,000円です。チケットのご用命は吹奏楽部
員、または顧問の藤本までご連絡ください。

日　時：５月11日（日）　昼の部	13：00　夜の部	18：00 開演
場　所：ザ・シンフォニーホール
曲　目：ミュージカル「レ・ミゼラブル」より、「千と千尋の神隠し」Highlights
	 モンタニャールの詩、オリンピック・ファンファーレとマーチ　など

きらめきコンサート
日　時：６月８日（日）　①13：00　②14：30　③16：00（予定）
場　所：京都駅ビル室町小路広場（大階段）

オープンスペースでの無料のコンサートです。昨年は約5,000人の方に聴いていただきました。皆様も６月
８日はぜひ京都へお出かけください！

　♪吹奏楽部からのご案内♪

前期の定期試験は、以下の日程で行われます。十分な準備をして臨んでください。試験前に詰め込もうと
しても間に合いません。実力をつけるために大切なことは、日頃の授業に一生懸命に取り組むことがまず一
番！また、日頃の小テストや課題一つひとつをおろそかにせず、家庭学習の習慣をしっかりと定着させるこ
とです。これまでにうまく行かなかった人も心機一転、今年度から実行に移しましょう。

前期中間試験　
高校１・２年：５月20日（火）～23日（金）
高 校 ３ 年：５月19日（月）および21日（水）～23日（金）
中 等 部：５月21日（水）～23日（金）

前期期末試験　
高　　　　校：７月７日（月）～10日（木）
中 等 部：７月８日（火）～10日（木）

　前期定期試験について

６月25日（水）～27日（金）の２泊３日で宿泊研修を実施します。東海大学建学の地である静岡県三保を中心に、
３日間の研修を行います。この研修では博物館などの大学関連施設で調べ学習や様々な体験学習を行います。
この体験学習を通じて学校の中ではなかなか学べないことを学び、その内容を仲間とともに整理し発表を行い
ます。宿泊研修を通して、仲間とともに様々な体験をすることによって、仲間同士の理解を深め、認め合い、
人間力の向上を目指すのも大きな目的です。
また、集団としての規律や時間を守ることの大切さ、挨拶を通じてコミュニケーションをとることなど、中

学生としての基本的な生活習慣を確立していきます。入学して初めての宿泊行事で仲間とともに楽しい思い出
をつくってほしいと思います。

　中等部１年  三保宿泊研修  ６月25日（水）～ 27日（金）　２泊３日

６月24日（火）～27日（金）の３泊４日で北海道体験研修を実施します。
農家のそれぞれの家庭で様々な体験をしながら宿泊するファームステイを行います。また、深川市でオー

トキャンプ場（まあぶ）のコテージに宿泊して、コース別に旭山動物園、ジャム・アイス作り、高原サイクリ
ングなどの活動をすることも予定されています。
北海道の大自然の中で農業体験や野外活動を体験することで豊かな感性を育み、お互いに協力しながら、

仲間の大切さや感謝の気持ちに気付き大きく成長することを期待しています。

　中等部２年　北海道体験研修　６月24日（火）～27日（金）　３泊４日

６月16日（月）から６月25日（水）まで東海大学ハワイインターナショナルカレッジを拠点に語学研修を実施し
ます。８泊10日という１・２年生の時と比べるとかなりの長期間となり、さらに海外での生活を行うものであ
るため、様々なことが“初めて”のことばかりになります。現地での授業はすべて英語で行われ、英語でのプレ
ゼンテーションなどを行います。また、ハワイの観光地や海、街にでかけ、ハワイの文化や自然、生活に触れ
る体験など盛りだくさんのプログラムが組まれています。日本では味わうことのできない様々な体験をするこ
とによって、大きく成長できるきっかけをつかめると思います。また、新たな自分も発見できるかもしれません。
この語学研修を楽しみにしつつ、いい準備をして素晴らしい研修にしましょう！

　中等部３年　ハワイ語学研修　６月16日（月）～25日（水）　８泊10日

６月３日（火）にザ・シンフォニーホールで音楽鑑賞会を実施します。昨年に引き続き、指揮は中井章徳氏、
管弦楽は大阪フィルハーモニー交響楽団です。オーケストラの魅力たっぷりのクラシック音楽はもちろん、
本校吹奏楽部との共演など、クラシック音楽を楽しめる企画をしていただいております。今年も保護者でご
希望の方、先着50名様にご来場いただけます。申込み方法は５月中旬にプリントにてご連絡いたします。

　音楽鑑賞会
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中等部 高等学校

集後記編 後

４月～７月行事予定４月～７月行事予定

４月１日㈫ 新入生オリエンテーション（１日目）
４月２日㈬ 新入生オリエンテーション（２日目）
４月７日㈪ 新入生健康診断
４月８日㈫ 入学式
４月９日㈬ 始業式（対面式・着任式・表彰式）
４月10日㈭ 保健の日

３年　推薦入試説明会
４月11日㈮ 学園基礎学力定着度試験

１年　クラブ紹介
４月12日㈯ 授業開始

１年　現代文明論（１・２限）
４月19日㈯ １年　知財授業ガイダンス（１限）
４月21日㈪～24日㈭

１～４限授業・二者面談
４月29日㈫ 昭和の日
５月３日㈯ 憲法記念日
５月４日㈰ みどりの日
５月５日㈪ こどもの日
５月６日㈫ 振替休日
５月８日㈭ ３年　進路LHR（各クラス）
５月10日㈯ 授業参観・保護者総会・クラス懇談会

東海大学学園全体説明会（保護者）
５月11日㈰ 吹奏楽部定期演奏会
５月12日㈪ 第１回学校生活アンケート
５月14日㈬ 人権教育行事（校外）
５月15日㈭ 生徒総会（６限）
５月17日㈯ 第１回保護者代表幹事会
５月19日㈪～23日㈮

３年　前期中間試験
５月20日㈫～23日㈮

１・２年　前期中間試験
５月20日㈫ ３年　付属推薦「小論文」

（受験者以外自宅学習）
５月23日㈮ 防災訓練
５月26日㈪～６月21日㈯

教育実習
５月29日㈭ 球技大会
５月30日㈮ １年　３限授業

１年　PISA予備調査（４限～）
６月３日㈫ 音楽鑑賞会
６月５日㈭ １・２年　進路LHR（各クラス）
６月11日㈬ ３年　進研マーク模試
６月12日㈭ 人権LHR
６月19日㈭ ２・３年　知財教育講演会（５・６限）
６月21日㈯ １年　知財教育校内研究授業（１限）
６月25日㈬ 校外学習
６月28日㈯ １・２年　学部学科説明会

東海大学学園全体説明会（生徒）
７月２日㈬ １～３年　進研記述模試
７月４日㈮ GTEC（１・２限）・平常授業（３限～）
７月５日㈯ １年　研修の旅ガイダンス（１限）

第２回保護者代表幹事会
７月７日㈪～10日㈭

前期期末試験
７月11日㈮・12日㈯・14日㈪・16日㈬・17日㈭

自宅学習
７月15日㈫ 答案返却
７月18日㈮ 全校集会
７月18日㈮・19日㈯・22日㈫・23日㈬

三者面談
７月21日㈪ 海の日
７月24日㈭～31日㈭

夏期特別講座（前期）
１～３年　英数特進（必須）
２・３年　総合Ⅰ類（必須）
１年　　　総合（希望）
２・３年　総合Ⅱ類（希望）

新学年がスタートしました。新たな出会いが始まり、さまざまな経験を積み重ねていくチャンス
も拡がります。この学年がより実り多き年となるよう、学業およびクラブ活動の行動目標を立て、
計画的に取り組んでは如何でしょう。（K）

４月１日㈫ 新入生オリエンテーション（１日目）
４月２日㈬ 新入生オリエンテーション（２日目）
４月７日㈪ 新入生健康診断
４月８日㈫ 入学式
４月９日㈬ 始業式（対面式・着任式・表彰式）	
４月10日㈭ 保健の日	

新入生歓迎会・クラブ紹介
４月11日㈮ 課題試験（ベネッセ＋理社）
４月12日㈯ 授業開始
４月15日㈫ 朝礼①
４月21日㈪～24日㈭

１～４限授業・二者面談
４月29日㈫ 昭和の日
５月３日㈯ 憲法記念日
５月４日㈰ みどりの日
５月５日㈪ こどもの日
５月６日㈫ 振替休日
５月10日㈯ 授業参観・保護者総会・クラス懇談会

東海大学学園全体説明会（保護者）
５月11日㈰ 吹奏楽部定期演奏会
５月12日㈪ 第１回学校生活アンケート
５月13日㈫ 朝礼②
５月14日㈬ スポーツ大会
５月15日㈭ 生徒総会（６限）
５月20日㈫ １～３限授業
５月21日㈬～23日㈮

前期中間試験
５月23日㈮ 防災訓練
５月26日㈪～６月21日㈯

教育実習
５月27日㈫ 中等部人権LHR（１限）
５月29日㈭ 写生大会
６月３日㈫ 音楽鑑賞会
６月５日㈭ 運動能力テスト（１～５限）

写生大会予備日（優先）
６月10日㈫ 朝礼③
６月12日㈭ 運動能力テスト（１～５限）予備日
６月16日㈪～25日㈬

３年　ハワイ語学研修
６月19日㈭ １年　保健LHR
６月24日㈫～27日㈮

２年　北海道研修
６月25日㈬～27日㈮

１年　三保研修
６月26日㈭ ３年　自宅学習
６月28日㈯ １・２年　自宅学習
７月７日㈪ １～３限授業
７月８日㈫～10日㈭

前期期末試験
７月11日㈮・12日㈯・14日㈪・16日㈬・17日㈭

自宅学習
７月15日㈫ 答案返却
７月18日㈮ 全校集会
７月18日㈮・19日㈯・22日㈫・23日㈬

三者面談
７月21日㈪ 海の日
７月26日㈯～31日㈭

英数特進学習合宿

2014年（平成26年）４月15日発行（8）第　48号 天　の　川


