
新年を迎えて
「恕＝思いやり」

中等部副校長 石 井 一 視

仰星に赴任してから早いもので９ヶ月が過ぎまし

たが、ここまでの７年間は福岡から始まり静岡・千

葉・大阪へと異動の連続でした。そして千葉を除い

た全てが単身赴任と云うものでした。一人で生活を

すると云うことは、そんなに楽なことではありませ

ん。妻が全てをやってくれていたものを、単身赴任

は食事も洗濯も掃除も全て私一人でするからです。

今までは家に帰れば、食事ができていて、衣服は脱

衣所に置いておけば洗濯され、放置していた物はい

つの間にか綺麗に整理整頓されていることを、何も

考えないで当たり前と思っていたのですが、生活が

一変し自分がしなければ、ずっとそのままになって

いる訳です。どうも今更ですが、当たり前は決して

当たり前では無かったのですね。

では、はたして私は妻に「感謝の気持ち」を日頃か

ら態度に表していたのでしょうか。その答えはお恥

ずかしいのですが、していなかったと云わざるを得

ないのです。一方、妻は妻で自分の役割として、こ

れもまた当たり前のようにこなしてくれていたのだ

と思います。きっと妻は「思いやり」の心で尽くして

くれたのだと思います。それなのに私ときたら、残

念ながら「思いやり」の心は妻と比べると大分欠けて

いたと思うのです。では何故私がこのような気持に

なったのでしようか。それは多分単身赴任という生

活の中で、当たり前は当たり前ではないのだと云う

ことに対峙して、初めて自分自身に対して「思いやる」

心を持ったからで、それと同じことをしてくれてい

た妻に対しても「思いやる」心を持たなければならな

いと素直に感じることができたからだと思います。

異動のたびに私には、新しい人々との出会い「邂

逅（かいこう）」がありました。新たな環境での出会

いは私にとって、今までの自分の考え方の狭さを気

づかされるものでした。人生とは「人」との出会いが

「生」じると云うことで、それは相手を認め・受け入

れることから始まるものだと思います。そのために

は私自身に豊かな心を創り上げ「思いやり」の気持ち

を持つことなのだと思います。

実はつい最近知ったことなのですが、儒教の開祖

である孔子が論語の中で「思いやり」を表す言葉とし

て「心の如
ごと

く」と書く「恕（じょ）」を会得することが人

生で一番大切であると説いています。

新年を迎えるにあたって私は「恕＝思いやり」と云

う言霊を紹介したいと思います。
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★ 学年末試験に向けて

《 高 校 》
この１年間の自分の学習方法を今一度振り返ってみましょう。勉強＝宿題オンリーの生活になっていなかっ

たでしょうか。クラブ活動での疲れを言い訳にして学習から逃げていなかったでしょうか。
試験前にあわてて詰め込むやり方では、本当の実力はつきません。普段から継続した学習が何よりも大切で

す。高校生は、一般に学年＋１時間の学習時間を毎日確保することが必要だと言われています。高校における
学習内容をしっかり身につけるにはそれくらいの時間が必要なのです。特に高校２年生にとっては、この１月
～３月までの期間は「３年生０学期」と言われており、来る大学入試に向けて本格的に学習をスタートさせなけ
ればならない大切な時期です。気持ちを新たにして、学習に臨んでください。

さて、高校は２月22日㈪から、今年度最後の定期試験が行われます。これまでの反省を生かして、普段から
の取り組みを大切にしましょう。今日から気を引き締めなおして授業に臨んでください。

《 中等部 》
学年末試験が２月23日㈫から始まります。この試験は１年間の総仕上げとも言うべき大事な試験です。１年

間の学習に対する姿勢がここに反映されます。
『授業を大切にすること』が成績向上の根本であることは間違いありませんが、それを定着させるには『家庭に

おける日々の学習時間』をしっかり確保することです。「勉強しているのに成績が伸びないんだなあ…。」という
人は、「勉強＝宿題（それもやらないのは論外ですが！）」というスタイルになってはいませんか。成績上位者は、
宿題だけでなく予習や復習などの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。

高校・中等部教務部

2016年度 中等部入試
【募集定員】英数特進コース	 40名

総合進学コース	 80名

出願期間 試験日 合格発表

A日程 2015年12月17日㈭～12月24日㈭
2016年１月６日㈬～１月15日㈮ １月16日㈯ ９時集合 １月18日㈪ 11時～15時

B日程 2015年12月17日㈭～12月24日㈭
2016年１月６日㈬～１月17日㈰ １月17日㈰ ９時集合 １月18日㈪ 11時～15時

C日程 2015年12月17日㈭～12月24日㈭
2016年１月６日㈬～１月18日㈪ １月18日㈪ 16時30分集合 １月21日㈭ 15時～17時

2016年度 高校入試
【募集定員】英数特進コース	 	40名

総合進学コース	 160名
（内部進学予定者含まず）

出願期間 試験日 合格発表

入試 2016年１月25日㈪～１月29日㈮ 学科 ２月10日㈬
面接 ２月11日㈭ ２月13日㈯

★ 中・高 入試について 生徒募集対策室2015年度「グアム海外研修」報告

11月16日から22日までの日程で、生徒25名がグローバル教育の一貫として「グアム海外研修」に参加しま
した。生徒達はグアムの地で外国の文化に触れ、ホームステイによる海外生活体験、現地学校での体験授
業、また自然体験や平和学習のフィールドワークなど多彩な研修プログラムを経験しました。英語力の向
上はもとより、異文化理解を深める良い機会となり、一人ひとりにとって大変有意義な７日間となりました。
本校として初めての試みでしたが、予想以上の成果を上げることができました。

〔参加生徒の感想文から（一部省略）〕
～言葉以上に学んだ多くのこと～ 高校１年 森本弥有里

11月16日、11時過ぎに関西空港を出発し、15時半ごろウォンパッ
ト空港に到着。その後、ミーティング、明日からの活動の確認をし
ました。２日目、GNOC本部でオープニングセレモニー、そして昼
食。その後、南太平洋戦没者慰霊公苑見学、献花。バスで移動し、
恋人岬とアプガン砦へ。16時にホストファミリーと対面。いよいよ
自分一人でのホームステイが始まるのだと思うと、とても不安でし
た。みんなの間にも、緊張感が漂っていました。ホストファミリー
の家に行くまでの車の中や途中で寄ったスーパーで、周りが英語ば
かりで、何を言っているのか、何を書いているのか、理解するのに
とても時間がかかりました。パートナーやホストマザーが話しかけ
てくれても「Yes」や「No」などの簡単な返事しかできず、曖昧に流す
ところもありました。家に着いても、パートナーの弟や妹たちとあ
まり馴染めず、不安ばかりが募りました。

３日目、５時に起きてバス停までホストファザーに送ってもらい、６時のスクールバスに乗って学校へ。
学校でいろいろな授業を受けました。でも、早口の英語だったので、聞くのが精一杯でした。教科書を見たり、
プリントの問題を解いたりする時、パートナーや先生が助けてくれたので、何とかついていけましたが、日
本語が恋しくなりました。パートナーが友だちと話している内容が分からなくて、キョロキョロしていると、

「Are You OK？」と声をかけてくれたのが、すごく嬉しかったです。学校が終わって家に帰ると、弟と妹が
私の名前を呼んで、お出迎えしてくれたので、受け入れてくれているんだなと安心しました。

４日目、この日は、日本語の授業がありました。パートナーに授業プリントを見せてもらうと曜日や日
付の読み方が書かれたプリントや、英語で質問状が書いてあり、日本語で答えを書くというようなプリン
トでした。私が日本で英語を勉強するのと同じように、みんなが一生懸命日本語を勉強しているのを見て、
凄いな！と思いました。授業の後半、みんなからの質問タイムがあり、いろいろな質問を受けました。学校
のことや家族のことを聞かれ、みんなが日本のことや私自身にも興味を持ってくれているのが分かり、嬉
しかったです。私が英語を勉強するよりも、みんなが日本語を勉強する時の方が「学ぼう」という気持ちが
強いような気がします。先生が言う言葉一つ一つを熱心に聞いていて、書いて、話している姿勢が、すご
く恰好良かったです。私も見習おうと思いました。

５日目、学校に行く最後の日、友だちや先生方とお別れするのが少しさみしかったです。お別れした後、
バスに乗ってオーシャンジェットクラブに行きました。海も日本と違って遠浅で、すごく綺麗でした。

６日目、16時までホストファミリーと過ごし、ホテルへ。ホテル前でお別れする時、ハグしてくれて、泣
きそうになりました。ホテル内で反省会を行い、研修を振り返りました。

７日目、GNOC本部でクロージングセレモニーを行い、その後自主研修、帰国。あっという間の１週間
でした。最初はどうなるかと思った研修でしたが、ホストファミリーやパートナーをはじめとするたくさ
んの人々のお陰で、無事に終えることができました。研修を通して、自分の英語力の無さを改めて自覚す
ることができ、向上させていかなければならないと思いました。また、学年関係なく、いろんな人と話し、
お互い助け合うことができ、横だけでなく参加者同士の縦のつながりも深めることができました。今回の
研修を企画、実行していただき、本当にありがとうございました。
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★ 高校１・２年保護者対象 進路講演会について 進路指導部

★ 高校１年合唱コンクール

2016年１月21日㈭13：30から本校講堂で、高校１年生の合唱コンクールを開催します。現在、各クラスに

おいて音楽Ⅰの授業で懸命に課題曲と自由曲に取り組んでいるところです。生徒たちには、日頃、練習して

きた成果を本番で発揮できるよう、心を込め、クラス一丸となり、胸を張って歌ってほしいと願っています。

保護者の皆様には、その授業内の成果を是非とも足を運んでもらい、聞いていただけたらと思います。

高校

★ 漢字検定について

仰星中等部では、毎年生徒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２月５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。

漢字への取り組みは国語の勉強の中で最も基礎になる部分です。受検する級に合格すると漢字に対する自

信が大いに芽生えます。生徒の皆さんは、日頃の学習の成果を発揮し、自分の目標級の合格を目指して学習

に励んでください。

中等部 国語科

★ 英語検定について

中等部では、毎年１月に実用英語検定試験を受検しています。受検級を毎年上げていくことができるよう、

各学年で目標級を決めて挑戦することになります。今年度も、１月22日㈮に、全員で各目標級を受検します。

日頃の授業に真摯に取り組むばかりではなく、自宅学習でも積極的に英語学習に励むことが大切です。

しっかり準備をして、目標級をクリアしましょう！

中等部 英語科

★ 中等部百人一首大会

来たる１月14日㈭に、第20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」（各学年別の範

囲）と「かるた競技」（団体（源平）戦および個人戦）です。当日は午前中に各教室で２次予選（個人・団体）と暗

記テストが行われ、予選を勝ち抜いた個人10名（各クラス１位９名プラス１名）および18チーム（団体戦勝者）

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。百人一首のテキストは大変興味がわく内容に

なっていますので、知的好奇心が刺激されると思います。国語やHRの時間などで練習を重ねた成果が本番

で発揮されることを期待しています。

中等部 国語科

★ 高校１年生対象 付属生のための東海大学オープンキャンパスについて

高校１・２年保護者を対象として、進路講演会を下記のように開催いたします。

記

１．目 的 進路実現に向けて、家庭での進路サポートの方法等の紹介と東海大学への付属推薦につい
て詳しい説明をいたします。

２．日 時 2016年１月９日㈯ 14：00～15：50（予定）

３．場 所 東海大学付属仰星高等学校 講堂

４．内 容 第１部： 14：00～15：00（60分）
高校１・２年 共通 ＜講堂＞
・「関西の大学の入試動向と家庭内進学サポートについて」

講師：学校法人 河合塾 角野俊彦 氏

第２部：15：10～15：50（40分）
高校１・２年 共通 ＜講堂＞
・東海大学 付属推薦説明会（付属推薦の早期化等について）

説明：仰星高等学校 進路指導部主任 嶋田能久

５．対 象 高校１、２年生の保護者
※ お車でのご来校はお断りいたします。
※ 上履きをご持参ください。

高校１年生対象、付属生のための東海大学および短期大学部のオープンキャンパスが以下の日程で実施

されます。詳しい内容は後日お知らせいたします。

日 程：2016年３月12日㈯
場 所：東海大学 湘南キャンパス

進路指導部★ 高校１・２年生 １・２月模擬試験 予定

高校₁年進研記述模試（₁月29日実施）
◆ 時間割

８:35～ SHR
８:55～10:15 英 語（80分）
10:30～12:10 数 学（100分）

昼休み
12:55～14:15 国 語（80分）

SHR

高校２年進研記述模試（₁月29日実施）
◆ 時間割

８:35～ SHR
８:55～10:25 国 語（90分）
10:40～12:10 英 語（90分）

昼休み
12:55～13:55 社 会（60分）
12:55～14:55 数 学（120分）
15:05～16:05 社 会（60分）
16:15～17:15 理 科（60分）
17:15～18:15 理 科（60分）

※午後の受験教科・科目については、個人選択と
なり、下線部が各終了時間となります。

高校２年進研マーク模試（２月８日実施）
◆ 時間割・実施科目

８:35～ SHR
８:55～10:45 英 語（110分）

記述80分
のちリスニング30分

10:55～12:15 国 語（80分）
 OR

理 科（60分）
昼休み

13:00～14:00 数 学①（60分）
 OR

社 会（60分）
14:10～15:10 数 学②（60分）
15:20～16:20 理 科（60分）

 OR
社 会（60分）

16:30～18:30 社 会（120分）（２科目）
 OR

理 科（120分）（２科目）

※英語以外の受験教科・科目は、個人選択となり
ます。

進路指導部
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★ 2015年度 English Contest

2016年３月８日㈫本校講堂に於いてEnglish Contestが開催されます。１年生はRecitation（暗唱）、２年生

はPresentation（プレゼンテーション）、３年生はSpeech（スピーチ）にそれぞれ取り組みます。

１月から授業を使っての予選を行い、勝ち抜いた者（班）が、当日、講堂舞台で発表を行います。

１年生のRecitationは、正確な暗記だけではなく、感情の込め方や、抑揚や発音等が、採点の対象となり

ます。

２年生のPresentationは、今年度からの新たな試みです。３年生で行われるハワイ語学研修に向けて、大

阪、奈良、京都のグルメ、観光スポット、方言のいずれかをテーマにプレゼンテーションを行います。グルー

プでのスライド作りに始まり、英語原稿を考える事、役割分担等様々な課題を各班で協力して制作します。

３年生のSpeechは、各自が選定したテーマに沿った英語原稿を作り、発表します。内容は勿論の事、発

表時の流暢さ等が審査の対象となります。決勝においては、個性豊かで内容の深いSpeechが発表されてい

ます。

各学年とも、クラスでの予選を勝ち抜き、決勝進出者に選ばれる事は、大変な名誉であると言えます。

保護者の方にも公開しておりますので、是非お越し頂き、生徒の奮闘振りを是非御覧下さい。

中等部 英語科

★ 耐寒行進

中等部では、2016年１月23日㈯（雨天時は１月30日㈯に延期）に耐寒行進を行います。京都の中書島から

仰星までを１日かけて歩く伝統行事です。距離は、一昨年からフルマラソンと同じ42.195㎞を歩きます。途

中、宇治の平等院や橘橋などの観光名所を通り、山城総合運動公園で昼食をとり、京田辺の野外活動セン

ターで保護者会の方々に作っていただいた熱いとん汁に舌鼓を打ちながら、ゴールの仰星を目指します。

体力的、精神的に疲れると思いますが、忍耐力が形成され、友だちと助け合いながら歩くことで、より深

い絆が生まれます。そして何より、仰星に着いたときには今までにない達成感を味わうことができます。

生徒・教員・保護者で協力し、今年も全員「完歩」を目指します！

耐寒行進実行委員会委員長

★ 創作ダンス発表会

2016年２月６日㈯ 14:00開演

高校１・２年生女子による創作ダンス発表会です。
ぜひ見に来てください。

高校 体育科

第一部

１、１－９	 双風乱舞
２、１－８	 アリラン～高貴な花びらたち～
３、１－６	 海賊 ～18の絆～
４、１－４	 クローズ幼稚園
５、１－３	 蝶
６、１－５	 宇宙
７、１－７	 Feeling	of	Mermaid ～実らない恋～
８、１－２	 C

サークル

ircle		o
オブ

f		L
ライフ

ife ～オレ様が１番だ～

第二部

１、２－３	 闘い ～下克上～
２、２－２	 ハチ大戦争
３、２－９	 DRUG
４、２－６・７	 鶴姫 ～うちに秘めた想い～
５、２－４	 Night	カーニバル
６、２－８・９	 Fairy	Life
７、２－５	 大奥 ～第一章～

★ 高２研修旅行

◆ オーストラリアコース
オーストラリアコースは例年、多くの希望者となっております。このコースの最大の魅力は、なんといっても

ファームステイです。現地家庭での３日間の生活は、多くの生徒にとって大変貴重なものになることでしょう。
また、ケアンズでは、キュランダ鉄道に乗車したり、アボリジニ文化を体験したり、普段とは違った体験ができ
ます。その他、個人で選択できるオプショナルコースもとても充実したものになっております。１週間と短い期
間ですが、オーストラリア研修の目的を持って有意義な研修旅行にしてもらいたいです。

◆ ハワイコース
ハワイコースは４泊６日の日程で実施されますが、最初の２日間はハワイ島に行きます。ハワイ島は

「ビッグアイランド」と呼ばれ、ハワイ諸島の中で一番大きい島です。そこには4,000m級の山マウナケアや
真っ黒な火山台地が広がるキラウエア火山などの大自然があります。また、下町の風情が残っているヒロ
もクラシックな雰囲気があります。旅行前半のハイライトはスターゲイジングツアーで、世界中で最も星
が美しく見えるといわれているマウナケアの中腹で満天の星空を鑑賞し、大自然のプラネタリウムを味わ
います。また、キラウエア火山も見学する予定です。ハワイ島で２泊した後はオアフ島に移動します。ホ
ノルルで宿泊するホテルはまさにビーチの前。特に４日目は班別自主研修なので、１日中ワイキキのビー
チで遊んだり、アラモアナショッピングセンターでショッピングを楽しんだり、ダイヤモンドヘッドの登
山をしたりと思い思いに楽しむことができます。また、今年はオプショナルコースで観光用ハイテク潜水
艦「アトランティス・サブマリン」を用意しており、ハワイの海中に生息する様々なトロピカルフィッシュ
やウミガメたちが繰り広げる海中ドラマを楽しむこともできます。引率教員は４名で、生徒にとって思い
出深い充実した研修旅行にしたいと思っています。

◆ 沖縄コース
沖縄コースは、本島に２泊、石垣島に２泊の４泊５日で行われます。本年度の研修旅行も昨年同様、研

修旅行委員が中心となってコースを考えました。内容は、初日の那覇市内から首里城公園と平和祈念公園
から始まり、最終日の石垣島観光まで充実したものとなっています。２日目の本島での選択コースでは、
うみがめコース、いるかコース、じんべいコースの３コース、４日目の離島での選択コースは、西表島に
行くパインコース、シーカヤックを体験するライチコース、シュノーケリングやサイクリングで竹富島を
満喫できるマンゴーコースなどが選択できるように設定しています。楽しく充実した研修旅行にしていき
たいと思います。

★ 卒業式

高 校 ３月４日㈮ 開式10:00
中等部 ３月12日㈯ 開式10:00

上記の通り、高校は第31回、中等部は第18回の卒業証書授与式が予定されています。例年、多く
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、あるいは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。

高校
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集 記編 後

１月～３月行事予定１月～３月行事予定
高等学校中等部

新年明けましておめでとうございます。今年が素晴らしい１年となるよう勉強・スポーツに頑張りましょう。
まだまだ寒い日が続きますので、体調管理には気をつけてください。（H）

１月１日㈮ 元日
１月８日㈮ １限 全校集会 ２限～ 平常授業
１月11日㈪ 成人の日
１月13日㈬ 課題試験
１月14日㈭ 百人一首大会
１月15日㈮ １～６限授業
１月16日㈯～18日㈪

中等部入試
１月16日㈯ 自宅学習
１月18日㈪ １～４限授業
１月19日㈫ 自宅学習
１月22日㈮ 英検（６限～）
１月23日㈯ 耐寒行進
１月30日㈯ 耐寒行進予備日
２月２日㈫ 朝礼⑦
２月３日㈬ 五ツ木模試（１・２年）
２月４日㈭ 知財発表会（５限）
２月５日㈮ 漢検（１限）
２月９日㈫ １～６限授業
２月10日㈬ 高校入試（学科） 自宅学習
２月11日㈭ 建国記念の日
２月12日㈮ 自宅学習
２月22日㈪ １～３限授業
２月23日㈫～25日㈭

学年末試験
２月26日㈮～27日㈯

自宅学習
２月29日㈪ 答案返却
３月１日㈫～２日㈬

自宅研修
３月３日㈭ 午前：１～３限特別授業

午後：追試オリエンテーション
３月４日㈮ 高校卒業式・自宅学習
３月５日㈯ 自宅学習
３月７日㈪ 午前：１～３限特別授業・３年保健講話（３・４限）

午後：追試・三者面談
３月８日㈫ 午前：イングリッシュコンテスト

午後：追試・三者面談
３月９日㈬ １～３限特別授業（１・２年）・卒業式リハーサル（３年）

午後：追試・三者面談
３月10日㈭ １～３限特別授業（１・２年）

卒業式リハーサル（３年）
３月11日㈮ 卒業式リハーサル・中等部集会

教科書販売・写真撮影
３月12日㈯ 中等部卒業式
３月14日㈪～18日㈮

１～３限特別授業（１・２年）
３月18日㈮ ２年保健講話（13：00～14：30）
３月19日㈯ 自宅学習
３月20日㈰ 春分の日
３月21日㈪ 振替休日
３月22日㈫ 自宅学習
３月23日㈬ 修了式

１月１日㈮ 元日
１月８日㈮ １限 全校集会 ２限～ 平常授業
１月９日㈯～13日㈬

３年 追試
１月９日㈯～15日㈮

３年 冬期特別講座（Ⅱ期）
１月９日㈯ １・２年 東海大内部推薦説明会（４限）

１・２年 保護者進路講演会（14：00～）
１月11日㈪ 成人の日
１月13日㈬ 共通実力試験
１月14日㈭ １-１ 進路LHR
１月15日㈮ １～６限授業
１月16日㈯～18日㈪

中等部入試
１月16日㈯ 自宅学習・センター試験
１月17日㈰ センター試験・２年 英数・Ⅰ類チャレンジセンター
１月18日㈪ １～４限授業・３年 センターリサーチ
１月19日㈫ 自宅学習
１月20日㈬～30日㈯

３年 冬期特別講座（Ⅲ期）
１月21日㈭ １年 合唱コンクール（５・６限）
１月23日㈯ １年 現代文明論「仰星の歴史」（１限）
１月28日㈭ ２年 進路LHR（ベネッセ講演会）

２−１ クラス進路LHR
１月29日㈮ １・２年 進研記述模試
２月１日㈪～20日㈯

３年 学習会
２月２日㈫ ２年 研修旅行前健診
２月４日㈭ 人権LHR
２月６日㈯ １・２年 女子ダンス発表会
２月８日㈪ ２年 進研マーク模試
２月９日㈫ １～６限授業
２月10日㈬～11日㈭

高校入試
２月10日㈬ 自宅学習
２月11日㈭ 建国記念の日
２月12日㈮ 自宅学習
２月13日㈯ １年 キャリア講演会（１限）
２月22日㈪～25日㈭

学年末試験
２月24日㈬ ３年 登校日（12:30）
２月25日㈭ ２年 写真撮影
２月26日㈮～27日㈯

自宅学習
２月29日㈪ 答案返却 １年 写真撮影
３月１日㈫～２日㈬

自宅学習
３月３日㈭ 全校集会・卒業式リハーサル

教科書販売・１・２年追試オリエンテーション
３月４日㈮ 卒業式・１・２年 自宅学習
３月５日㈯～12日㈯

２年 研修旅行
３月５日㈯ 自宅学習
３月７日㈪～18日㈮

１年 春期特別授業（必修）
３月９日㈬ １年 進路講演会（４限・ベネッセ）
３月11日㈮ １年 スタディサポート（リサーチ＋３教科）
３月12日㈯ 自宅学習
３月14日㈪～18日㈮

２年 春期特別授業（必修）
３月15日㈫ １年 思春期講座（13：30～）
３月17日㈭～19日㈯

追試
３月19日㈯ 自宅学習
３月20日㈰ 春分の日
３月21日㈪ 振替休日
３月22日㈫ 自宅学習
３月23日㈬ 修了式
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