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青春とは何だ

校  長　揚村洋一郎

私の学生時代に「大きな空にはしごをかけて」と
いう主題歌で人気のあった学園ドラマ、青春とは何
だというTV番組がありました。今まさに春たけな
わ、この春にちなんで「青春とは何か」ということ
について触れてみます。

中国のある賢人が、人生を青春、朱夏、白秋、そ
して玄冬の四つの季節に区分しています。まず青春
ですが、植物の芽が青々と萌えいずる春、十代か
ら二十代までの年齢を青春といいます。次に三十代
から四十代の活動的な壮年時代、これは真っ赤な夏
の太陽のように活動的な年代です。この年代を「朱
夏」といいます。そして、北原白秋の「白秋」これ
は五十代から六十代をいいます。髪に白いものが
交じる、静かで考えも深まる年代が白秋の年代で
す。最後に玄冬、玄米の玄に冬と書きます。玄とい
う字はその道の極意に達した人を玄

く ろ

人
う と

と言うように、
「察しがつかないくらい奥深い」という意味です。
つまり、七十代から八十歳という年齢の人は、さま
ざまな人生体験を積んだ末に、ようやく到着できる
境地にある人という意味です。

さて、青春ですが、この中国の賢人は十～二十代
を青春というように、年齢で分けています。心理学
でも、青年前期・中期そして後期というように、年
齢で青年期を定義しています。しかし、私は、青春

を年齢でもって分けることに賛成しません。
アメリカの詩人に、サムエル・ウルマンという人

がいますが、この人の書いた詩に「青春」というの
があります。この中の一部を紹介します。この詩は、
日本を占領したマッカーサー元帥が、総指令部の壁
に掲げていたことから有名になりました。
「青春とは人生のある期間ではなく、心の持ち方

をいう。薔薇の面差し、紅の唇、しなやかな肢体で
はなく、たくましい意志、ゆたかな想像力、炎える
情熱をさす。青春とは人生の深い泉の清新さをいう。
歳月は皮膚にしわを増すが、熱情を失えば心はしぼ
む。苦悩・恐怖・失望により気力は地に這い、精神
は芥になる。精神が皮肉の雪におおわれ悲嘆の水に
とざされるとき、二十歳であろうと人は老いる。頭
を高く上げ希望の波をとらえる限り、八十歳であ
ろうと人は青春にして已む」と書き上げています
が、難しいですね。要するに青春とは年齢ではない、
二十歳の老人もおり八十歳の青年もいるのではな
いか、青年とか、老人とかいうのは、「人生のある
期間」をいうのではなく、「心の持ち方」をいうの
だ。とサムエル・ウルマンは主張しています。そし
て、「たくましい意志」「ゆたかな想像力」「炎える
情熱」「頭を高く上げて希望の波をとらえる生き方」
が、青春の青春であるゆえんだ、と言うのです。私
は、言葉をかえて言うなら、「常に現実の中に奇跡
を追い求めること」（私の好きな小説家、坂口安吾）
が青春だと思います。今回前期の始まりにあたり、

「青春とは何か」を考えてほしいということ、そし
て、精一杯真の意味の青春を謳歌してほしいと生徒
の皆さんに要望したいのです。
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本校では2015年度から「グローバル教育の推進」を目的に国際交流
行事を実施してきています。2016年度からは「国際交流部」（Global 
Linkage Center）が設置され、海外校との交流、海外留学生の受入
れ、海外への留学を３つの柱として、様々なグローバル教育プログ
ラムを本格的に開発しています。

2016年度は９月にトロント研修、11月にグアム研修を実施しました。
また、アメリカ・エストニア・ハンガリーの各国から１名ずつ留学生
を高校２年生のクラスに受け入れました。３名は10ヶ月間、勉学に
部活動に本当によく励んでくれました。さらに本校高校１年生、２
年生各１名ずつがニュージーランド３ヶ月留学に挑戦し、オークラン
ドの高校に通いながら海外生活を満喫しました。そのほかにも国際
交流委員会（Global Linkage Student Council）を立ち上げ、月に１回
を目標にEnglishクラブと協働してEnglish Caféを開催し、学校内で
生きた英語を使う機会を設けてきました。12月には13名の在阪留学
生を本校に招き、日本の文化のユニークなところを話し合う「シンポ
ジウム＆たこ焼きパーティー」を開催しました。このときは主に国際
交流委員やEnglishクラブ員たちが活躍してくれました。

2017年度もトロント研修（９月）やグアム研修（11月）の実施を予定
しています。2016年度は実現しませんでしたが、2017年度はカナダ
やグアムの高校生が本校を訪問する計画も進めています。また、ア
メリカから１名留学生を受け入れる予定で準備を進めています。昨
年から始まったニュージーランド３ヶ月留学に加え、夏休みには３
週間の北米留学プログラムを導入します。（このプログラムは文科
省の「トビタテJAPAN!」と連携しているため、審査を無事通過した
生徒は高校生大使としての役割を果たすことを目的に無料で北米留
学を体験することができます。すでに７名が申請書類を提出し手続
きを進めています。）さらに１年間の留学プログラムも現在検討中で
す。English Caféやシンポジウムもいっそう楽しく進化したものに
したいと願っています。ご期待ください。

グローバル教育の推進

　進　　路

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。

東海大学への付属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、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、および付属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月中旬に小論文試
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（火）
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）2018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16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（50分）
 ９：50　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９日（金）　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・各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13日（木）　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・100分）
数学 （200点・100分または120分）
英語 （200点・100分）
地歴・公民 （各100点・各60分）
理科 （各100点・各60分）
　１組は自宅学習（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13日（木）　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組は自宅学習（但し、希望者は上記の模試を受験可）。

グアム研修

トロント研修

たこ焼きパーティー
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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24日（木）　40分間

２．学力リサーチ
　　実施日：８月25日（金）
　　１年　全クラス共通

８：35～８：40　 　SHR　出欠確認
８：45～９：45　 　国　　語（60分）
９：55～10：55　 　数　　学（60分）
11：05～12：05　 　英　　語（60分）

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24日（土）
　　　　　　　第１部　 ９：10～10：10（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　 10：40～11：40（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
2017年５月13日（土）　東海大学学園全体の説明会
 13：50～14：40　本校講堂
2017年10月７日（土）　高１・２年保護者対象進路講演会
 13：50～14：40　本校講堂
2018年１月20日（土）　高１・２年保護者対象進路講演会
 14：00～16：00　本校講堂

　「保健の日」および前期の生徒定期健康診断の予定について
昨年度より、学校保健安全法施行規則の改正により座高測定の廃止や運動機能検査など健康診断の項目を

一部変更しています。運動機能検査は、家庭で問診を記入後、学校医が「有所見者検診」の機会に、色覚検査
は保護者の同意のある生徒を対象に実施いたします。生徒に配布する健康診断関係の書類をご確認の上、必
ず期日までに担任にご提出ください。

からだと心は、密接につながっています。不規則な生活の生徒は歯や口腔状態も悪くなっていますし、身
体がだるくて力が入らない、集中できない等、けがの原因になったり学習面にも影響します。お子様の健康
状況でご心配な点がありましたら、早めに保健室にご相談ください。

４月13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
＜中高　対象生徒＞　安静・負荷心電図検査

４月14日（金） ＜全学年＞　尿一次予備日　※各自で保健室に提出
４月27日（木）、28日（金） ＜全学年＞　尿二次検査　※各自で保健室に提出
二者面談期間中 ＜保護者の同意書のある生徒＞　保健室にて色覚検査

４月26日(水)、５月10日(水) ＜対象生徒＞有所見者検診（運動機能検査）
５月～６月（日程未定）

授業と並行
＜中１＞　眼科検診…授業と並行して、クラス順に実施
＜高１＞　眼科検診…授業と並行して、クラス順に実施

2017年５月13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致します。多数のご出席をお待ちしております。

　2017年度　授業参観・保護者総会・クラス懇談会等のお知らせ（中高）

　2017年度　高校前期人権教育行事

　2017年度　中等部４月課題試験
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・生活習慣のチェックアンケートも合わせて実施
します。これを使って、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。１年
間の学習の始まりです。目標を持って学習に励んでください。

実施日：2017年５月８日（月）
場　所：本校講堂
時　程：高２・高３（３・４時間目）、高１（５・６時間目）
内　容：講演＆創作落語
　　　　演　題「大笑いゼーションでノーマライゼーション」
　　　　講　師：桂　福点さん（全盲の落語家）
　　　　　高校人権教育の今年度のテーマは、障がい者問題です。
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相談室では従来の個別カウンセリングに加えて、生徒の皆さん対象に、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　相談室の中の学習室
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。
なお、個別のカウンセリングは毎週 木曜日と土曜日に行っています。

       スクールカウンセラー 木曜日　久保田美津代
  土曜日　小 川 真 理

　スクールカウンセラーからのご案内

　♪吹奏楽部からのご案内♪
東海大学付属仰星高等学校吹奏楽部　第28回定期演奏会

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
たは顧問までご連絡ください。

日　時：2017年５月14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：祝典序曲（D.ショスタコーヴィチ）、吹奏楽のための抒情的「祭」（伊藤康英）、
　　　　呪文と踊り（J.B,チャンス）、祝典のための音楽（P.スパーク）、
　　　　ドラゴンクエストによるコンサート・セレクション（すぎやまこういち）、
　　　　ジャパニーズ・グラフィティXX　小林亜星作品集
きらめきコンサート

日　時：2017年６月３日（土）　①15：00　②16：00　③17：00　④18：00
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いています。６月３日

はぜひ京都へお出かけください！

　高校球技大会
年度初めのクラスの親睦を深める行事といえば球技大会です。今年は５月９日（火）＜予備日６月15日（木）＞

に行われます。
生徒は室内競技としてバスケットボール、卓球、バレーボール、屋外競技としてサッカー、ソフトボー

ル、ドッジボールの出場種目において勝利をめざして精一杯プレーします。また、クラス一丸になっての応
援活動でも盛り上がる一日になります。もちろん毎年恒例の教員チームとの対戦は、普段の垣根を越え生
徒・教員関係なく熱戦が期待できるものです。怪我のないよう楽しんでください。

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。実力をつけるためには、
日頃の授業に一生懸命に取り組むことがまず一番の基本！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、なおかつ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は
勉強のスタイルを見直すなど、心機一転、即実行に移しましょう！

前期中間試験　	 	 	 	 	 	 前期期末試験
高　　　　校：５月22日（月）～25日（木）	 	 	 　高　　　　校：７月４日（火）～７日（金）
中 等 部：５月23日（火）～25日（木）   　中 等 部：７月５日（水）～７日（金）

　2017年度前期定期試験について� 中等部・高校教務部

今年度の校外学習は、例年６月下旬に行っていたものを５月30日（火）に行います。雨天決行もあり、気候のい
い５月に行うことで雨の心配を軽減することが目的です。

校外学習は、各クラスの校外学習委員が生徒主導で行き先、内容を決めて行う貴重な学習機会です。それぞ
れのクラスがバーベキュー、観光、レクリエーションといった趣向を凝らした内容で結束力を高めることで、ク
ラス運営にも役立つ行事として生徒からも人気の高い行事の一つです。

　高校校外学習

中等部１学年では６月21日（水）から23日（金）まで、東海大学の建学の地である三保（静岡市）を訪ねる２泊３
日の研修旅行を実施します。この研修旅行を通して生徒たちは本学園・本校生徒としての意識を高めると同
時に、新しいクラスメートと寝食を共にすることによって、互いを知り合い尊重し合える関係をつくり始め
ます。また、集団生活を通して、時間を守り規律ある行動をとる大切さを学ぶことによって、より充実した
中学校生活の基礎を固めます。

　中等部１年　三保宿泊研修��６月21日（水）～�23日（金）　２泊３日

　2017年度　中等部写生大会
中等部では、毎年春に写生大会を行っています。今年は５月９日（火）を予定しています。校外に出て、自

分の持てる感性を発揮し、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、仰星の全生徒や教職員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！保護者の皆様もぜひ一度展示作品をご覧ください。展示の期間はホームページの「仰星日記」でご連
絡いたします。

この体験研修では深川でファームステイを行います。地元の人と触れ合いながら、家庭に滞在し農業を体
験します。また、オートキャンプ場（まあぶ）のコテージに宿泊して、ラフティングやサイクリングなどの活
動を行います。その他、グループでの旭山動物園や小樽または札幌の散策を予定しています。

北海道の大自然に触れながらのさまざまな野外活動や農業体験をする中で、自己の視野を広め、感性を育
み、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20日（火）～23日（金）　３泊４日

　2017年度　中等部スポーツ大会
５月30日（火）、中等部スポーツ大会が実施されます。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ジボールがあります。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、ラストのドッジボールでは総合優勝を賭けた「真剣勝負」が展開されます。３年生が堂々の貫禄勝ち
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、クラスの団結力がぐんと高まっていきます！なお、雨天決行で雨天の場合は体育館でクラス対抗ドッジボー
ル大会となります。２年連続雨天バージョンで実施しており、2017年度は快晴になることを祈っています。

　６月７日（水）　音楽鑑賞会（中等部・高校）
６月７日（水）にザ・シンフォニーホールで音楽鑑賞会を実施いたします。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100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。

　中等部３年　ハワイ語学研修　６月27日（火）～７月５日（水）　７泊９日
中等部３年生は、６月27日（火）～７月５日（水）にハワイ東海インターナショナルカレッジを拠点とした語学研

修を体験します。現地スタッフによる英語授業に加え、観光やショッピングを通して実際に英語を使う体験をし
ます。フラダンスやクラフト作成など現地の文化に触れる機会もあります。研修のまとめとして、英語でプレゼ
ンテーション発表する準備をして行きます。

この研修を通して、生徒たちがグローバル社会の一員であることを身近に感じてくれることを願っています。
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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３日㈪ 新入生オリエンテーション（１日目）
４月４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10日㈪ 始業式（対面式・着任式・表彰式）
４月11日㈫ 課題試験
４月12日㈬ 平常授業開始
４月13日㈭ 保健の日

新入生歓迎会・クラブ紹介
４月18日㈫ 全国学力調査（３年）
４月25日㈫ 朝礼①
４月27日㈭・28日㈮・５月１日㈪・２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８日㈪ 朝礼②
５月９日㈫ 写生大会
５月13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14日㈰ 吹奏楽部定期演奏会
５月15日㈪ 第１回学校生活アンケート
５月18日㈭ 生徒総会（６限）
５月22日㈪ １～３限授業
５月23日㈫～25日㈭

前期中間試験
５月25日㈭ 防災訓練
５月29日㈪～６月17日㈯

教育実習
５月30日㈫ スポーツ大会
６月１日㈭ 運動能力テスト
６月６日㈫ 朝礼③

人権LHR（１限）
６月７日㈬ 音楽鑑賞会
６月８日㈭ 保健LHR（中１）
６月20日㈫～６月23日㈮

２年　北海道研修
６月21日㈬～６月23日㈮

１年　三保研修・３年　前期期末試験
６月24日㈯ １・２年　自宅学習・３年　平常授業
６月27日㈫～７月５日㈬

３年　ハワイ語学研修
７月４日㈫ １～３限授業
７月５日㈬～７日㈮

１・２年　前期期末試験
７月６日㈭ ３年　自宅学習
７月７日㈮ 授業アンケート（全学年）・３年　１～３限授業
７月８日㈯・10日㈪・11日㈫・13日㈭・14日㈮・15日㈯

自宅学習
７月12日㈬ 答案返却・夏休み前クラブ健康診断
７月17日㈪ 海の日
７月18日㈫ 全校集会
７月19日㈬～22日㈯

三者面談
７月24日㈪～28日㈭

総合・英数夏期特別授業

４月３日㈪ 新入生オリエンテーション（１日目）
４月４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10日㈪ 始業式（対面式・着任式・表彰式）
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㈬ 平常授業開始
４月13日㈭ 保健の日

３年　推薦入試説明会（６限）
４月15日㈯ １年　現代文明論（１・２限）
４月20日㈭ ２年　企業インターンワークガイダンス（６限）
４月27日㈭・28日㈮・５月１日㈪・２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㈯ １年　キャリア教育ガイダンス（１限）
５月８日㈪ 人権教育行事（校内）
５月９日㈫ 球技大会
５月11日㈭ ３年　進路LHR（各クラス）
５月13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15日㈪ 第１回学校生活アンケート
５月16日㈫ ３年　付属推薦小論文試験

（３年受験者以外自宅学習）
５月18日㈭ 生徒総会（６限）
５月22日㈪～25日㈭

前期中間試験
５月25日㈭ 防災訓練
５月29日㈪～６月17日㈯

教育実習
５月30日㈫ 校外学習
６月１日㈭ １年・２年　進路LHR（各クラス）
６月７日㈬ 音楽鑑賞会
６月８日㈭ １年　進路LHR（各クラス）
６月９日㈮ ３年　進研マーク模試
６月15日㈭ 人権LHR
６月17日㈯ GTEC（１・２限）・３・４限40分短縮授業

１年　知財教育発表会（３・４限）
６月24日㈯ １・２年　学部学科説明会

東海大学学園全体説明会（生徒対象）
７月４日㈫～７日㈮

前期期末試験
７月８日㈯・10日㈪・11日㈫・14日㈮・15日㈯

自宅学習
７月12日㈬ 答案返却・夏休み前クラブ健康診断
７月13日㈭ 進研記述模試
７月17日㈪ 海の日
７月18日㈫ 全校集会
７月19日㈬～22日㈯

三者面談
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。新たな出会いや環境は自分を高めていく絶好のチャンスです。気持
ちを引き締め、新たな目標をたててみてはいかがでしょうか。意欲を持って勉強、クラブに計画的
に取り組み、実りある年にしましょう。（Y）
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