
新年を迎えて
「かすみ草」と「隅

す み

鬼
お に

」
中等部副校長　石 井 一 視

「かすみ草」を知ったのは、もう40年前のこと。

それまでの私の生活にとって「花」という存在は、

重要な位置を占めているものでは無いもので、「花」

は「花」であって、それ以下でもそれ以上でもなかっ

たのです。

実はある人が、「かすみ草」を好きなことで、存在

を意識した始まりがありました。

そして、その「かすみ草」の姿には、何故か心地よ

さがあり素直に受け入れられるものがあったのです。

ただそれが、何でそのような思いになるのか考え

ることはありませんでした。

そして40年が経ち、何故そんな思いになったのか

理解できたような気がします。

私自身は、まだまだ「我執の塊」ではあるけれど、

「かすみ草」のような存在でいようと努めることが一

番私らしくて、ここまでずっと「かすみ草」のような

自分になることを目指して生きてきたのだと。

人間が集う生活には、必ず「主役」と「脇役」、「陽」

と「陰」があります。そしてそのどちらかを選択する

ことで自分が構築されていくのです。当然私は「脇

役」で、常に「陰」が自分らしくて「陽」は「陰」によっ

て輝くものと自分自身を納得させながらも、華やか

な「陽」に憧れを持つのも事実でした。

そのような私でしたが、数年前に奈良「唐招提寺」

金堂の屋根の４か所の隅を、荘厳な外観からは決し

て見ることができない軒下から、必死に正座して支

えている四体の「隅
すみ

鬼
おに

」の存在を知りました。そして、

誰にでも、人知れず必死の形相で自分を支えてくれ

ている人が、必ず側にいると思ったその時、私は「自

分の生きる道」が、これではないかと心に刺さった

のです。

しかし一方で、首が肩にめり込みそうになりなが

ら歯を食いしばり、とんでもなく重い屋根を支える役

目を課せられていると思った鬼に「罰」を感じ、何か

心にしっくりこない違和感を抱いたのも事実でした。

でもそれは、私の勘違いでした。鬼は「罰」ではな

く、お釈迦様の為に喜んで自ら進んで支えているそ

うです。そんな「隅鬼」に「かすみ草」と通じるものを

感じ、これが私の生きる道標だと思ったのです。

花束の中の「かすみ草」は凛とした存在感を持ちな

がらも主役を惹きたてることができる花です。例え

ば主役の薔薇は一輪でも美しい。しかし「かすみ草」

が側にいるおかげで薔薇は、もっと己を輝かせ、主

張でき、しかも全体が落ち着くのです。それは、す

べての物と上手に調和ができる「かすみ草」が持って

いる素晴らしい性格なのです。言い換えれば自由に

油絵が描けるキャンバスのように、「かすみ草」は花

束におけるキャンバスなのだと思うのです。だから

私は、共に生活する仲間を活かせる「かすみ草」にな

りきろう。そして、そっと寄り添い・支え続ける「隅

鬼」でいたいと、新年を迎えるにあたって自ら宣言

します。

はたして私に「かすみ草」を教えてくれた人の「か

すみ草」への思いは、私と同じだったのでしょう

か？

私の名である「かずみ」と「かすみ」 似ているなぁ

～と、ひとり微笑む気持ち悪い私が其処にいました。
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2016年度「海外研修」報告

2016年度、国際交流部では２つの海外研修を企画・実施しました。１つは９月12日㈪～18日㈰に実施し

た「カナダ・トロント研修」です。Royal St. George’s College（男子

校）やBishop Strachan School（女子校）を訪問し、参加者13名は授業

を体験したり、折り紙や手遊びなどの日本文化を紹介したりしまし

た。ナイアガラの滝ツアーでは壮大なカナダの自然を満喫し、英語

コミュニケーション力向上と異文化理解を体験しました。

２年生の橋本さん（２年８組）は、研修後の振り返りで「カナダに

行く前、この研修がこんなにすばらしいものになるとは想像しなか

った。でも、RSGCに訪問してたくさんの人と交流して本当にたく

さんのことを学ばせてもらった。（中略）カナダに行く前は何もかも

違うと思っていた。けれど文化が違っても同じ部分があるし、まっ

たく違う部分もあると気づけた。だけどやはり言葉が違うというこ

とは壁が大きいし、伝わらないということは自分の無力さや悔しさ

を痛感させるものだと改めて思った。だから、伝えたいと思う気持ちを忘れず勉強していきたいと思わさ

れる研修になった。楽しいという気持ちだけでなく、これからのことに大きく関わるものになった。」と書

いてくれています。

  もう１つは11月18日㈮～22日㈫に実施した「アメリカ・グアム研

修」です。Notre Dame High School（共学校）を訪問し、参加者13名

は現地チャモロの食べ物を試食したり、チャチャダンスを習ったり

しました。お土産に持っていった折り紙をプレゼントし、昼食を一

緒に食べたり、体育の授業でドッジボールをしたりして交流を深め

ました。グアムでは95％の学校で日本語を学ぶことができることか

ら、生徒たちは日本語と英語を織り交ぜてコミュニケーションを楽

しんでいました。

研修後のレポートでは、中等部３年生の宮木さん（３年Ｂ組）は

「行く前はしっかり会話ができるか不安だったけど、高校生に会っ

てみるとすごく元気に話しかけてくれたり笑ってくれたりしたの

で、一気に不安がなくなりました」と交流時のことを振り返ってい

ます。また、高校２年生の松山さん（２年４組）は「今までは『海外留

学に行けたらなあ』って感じだったけど、グアム研修に参加して『絶対に留学しよう！』という思いに変わ

りました」と決意を書いてくれています。

2017年度もこの２つの海外研修は継続予定です。また、今年度初めて実施するニュージーランド３ヶ月

留学には２名の生徒が名乗りを上げ、１月13日㈮から３月26日㈰まで留学します。本校グローバル教育推

進のためのプログラムを今後も是非ご活用ください。

国際交流部　関 田 信 生

2017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 2016年12月14日㈬
～2017年１月13日㈮ １月14日㈯　９時集合　　 １月16日㈪　11時～15時

B日程 2016年12月14日㈬
～2017年１月14日㈯ １月15日㈰　９時集合　　 １月16日㈪　11時～15時

C日程 2016年12月14日㈬
～2017年１月15日㈰ １月16日㈪　16時30分集合 １月19日㈭　15時～17時

2017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

WEB出願入力期間
2017年１月16日㈪～１月30日㈪

入学志願書提出期間
2017年１月20日㈮～１月30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

★ 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21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22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。それを定着させるには『日々の家

庭学習』をしっかり行うことは言うまでもないことです。しかし、「勉強しているのに成績が伸びないんだなあ
…。」という生徒もいます。そういう人達は「勉強＝宿題だけ（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。また、間違った勉強方法で勉強していませんか。勉強には自分に合った勉強方法が
あります。成績上位者は、宿題だけでなく予習や復習、自主学習など自分に合った正しい学習方法を実践して
います。進級・進学後も学習活動は続きます。日々の授業を確実に理解し、実力を付けていくためにも、早く
自分に合った正しい勉強方法を確立してください。わからないときは遠慮せず、担任・教科担当の先生に聞き
に行きましょう。

高校・中等部教務部
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★ 高校１年合唱コンクール

2017年１月26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、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。

★ 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。本年度は年明け早々１月13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

信も大いに芽生えます。生徒の皆さんは、自分の目標級の合格を目指して、日々の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20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19日㈭に、第21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。国語の授業で事前に行う百人一首大会予

選もとても白熱しており、配布されている百人一首のテキスト片手に生徒は頑張っています。大会当日は、

練習を重ねた成果が発揮されることを期待しています。

中等部　国語科

★ 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・２年生　１・２月模擬試験　予定

高校₁年進研記述模試（₁月27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27日実施）
◆　時間割

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

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 2017年１月21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。　
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★ 2016年度　English Contest

今年度も英語科では中等部１年から３年まで英語学習の集大成として、３月７日（火）にイングリッシュ
コンテストを実施します。各学年、英語の授業で予選を実施し、当日は各クラスから選ばれたファイナリ
ストたちが、学年ごとにその成果を発表します。１年生は「レシテーション（暗唱）」です。まとまった量の
英文を英語で流暢に諳んじます。２年生は「プレゼンテーション」です。キーノートスライドをスクリーン
に表示しながら、その内容を英語で発表します。３年生は「ポスタープレゼンテーション」です。知的財産
の時間に各自がデザインしたクラスのシンボルマークについて英語で解説し、メッセージを伝えます。限
られた時間の中で生徒たちがそれぞれ熱心に取り組んだ成果が披露されます。どうぞお楽しみください。

中等部　英語科

★ 耐寒行進

中等部では、2017年１月21日㈯（今年度は予備日なし）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、例年同様約40km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

◆ プラハ・ウィーンコース
今年度から初めてのコースとなるプラハ・ウィーンは、それぞれチェコ・オーストリアの首都で、現在も中世

のヨーロッパの街並みを多く残し、世界中から多くの観光客が訪れています。日程は、移動日を含めて最初の３
日間はチェコ、残りの３日間はオーストリア滞在となります。他のコースと違って３月のヨーロッパは非常に寒
いので、防寒対策が必要です。

初日は飛行機での移動となりますが、乗り継ぎを含めて約15時間という長旅です。２日目は中欧有数の世界都
市といわれるプラハ市内の観光をします。午前中は世界で最も大きい城の一つといわれるプラハ城の見学、午
後からは貸切トラムでプラハ市街を車窓観光してから、約２時間の自由散策をします。３日目は世界遺産の街
チェスキークルムロフを見学し、その後バスでオーストリアのウィーンに移動します。ウィーンは、モーツァル
トやベートーベンなど数多くの音楽家が住んでいた「音楽の都」として有名な都市です。４日目はそのウィーン
を一日観光します。５日目は、各自で４つのコースを選択します。１：モーツァルトの生誕地ザルツブルクの観
光、２：華麗なバロック様式の修道院メルク＆デュルンシュタイン観光、３：カフェの街ともいわれるウィーン
のカフェめぐり＆スイーツ作り、４：音楽の都ウィーンを象徴するオペラ座＆楽友協会の見学ツアー、以上の４
つです。とても充実した内容で、古き良きヨーロッパを満喫する研修旅行になる事を期待しています。

◆ 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、異国にいき、異文化を体験し、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、ダイヤモンドヘッドのサンライズを鑑賞す
るイベントを用意しており、その後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できます。引率教員は３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。本年度は例年以上に、研修旅行委

員による新しいコースを計画しています。内容については、以下を予定しています。
１日目：沖縄本島の南城市に到着後に南城市地区にて民家宿泊活動を行い、各民家に宿泊。
２日目：（午前）各民家での活動。（午後）オプションコース
　　　　①南コース：首里城観光やおきなわワールドなど
　　　　②北コース：美ら海水族館やナゴパイナップルパークなど
３日目：国際通りを観光の後、石垣島へ移動し、バンナ岳展望台見学。
４日目：オプションコース
　　　　①猫

ねこんちゅ

人コース：石垣島→西表島→由布島にて水牛車体験など
　　　　②島

しまんちゅ

人コース：Ａコース　シーカヤック・石垣やいま村にてシーサー作りなど
　　　　　　　　　　　Ｂコース　イルカとの触れ合い・石垣やいま村にてシーサー作りなど
　　　　③海

うみんちゅ

人コース：Ａコース　石垣島→竹富島にてサイクリング→石垣島にてシュノーケリング
　　　　　　　　　　　Ｂコース　石垣島にてシーカヤック・シュノーケリング
５日目：石垣島にてグラスボート（川平湾）や鍾乳洞の見学。その後、石垣空港→関西空港
非常に充実した内容となっていますので、楽しく思い出になる研修旅行にしていきたいと思っています。

★ 卒業式

高　校　３月４日㈯　開式10:00
中等部　３月11日㈯　開式10:00

上記の通り、高校は第32回、中等部は第19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２研修旅行 高校

★ 創作ダンス発表会

2017年１月28日㈯　13:50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。

第一部

１、１－６	 クレヨンしんちゃん
２、１－３	 Angel　〜17人の生

いの

命
ち

〜
３、１－５	 忍
４、１－９	 『KOBITO’S　HOLIDAY』　〜こびとの世界をのぞいてみよう〜
５、１－４	 おもちゃ箱
６、１－２	 革命　〜支配からの脱却〜
７、１－８	 かぐや姫
８、１－７	 青春　〜Our	Scholl	Life〜

第二部

１、２－２	 祭　〜夜の花〜
２、２－３	 FBI　〜潜入捜査官〜
３、２－10	 アイ,ロボット　〜I,ROBOT〜
４、２－６・７	 E

ス パ イ

SPION　〜B
奪 わ れ た

ijoux	V
ジュエリー

olés〜
５、２－４	 風神雷神
６、２－８	 孤高の虎
７、２－５	 道化師
８、２－９	 カストーディアルキャスト

高校　体育科
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集後記編 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７日㈯ 全校集会
１月９日㈪ 成人の日
１月11日㈬ 課題試験
１月13日㈮ 漢検（１限～）

１～６限授業
１月14日㈯～16日㈪

中等部入試
１月14日㈯ 自宅学習
１月16日㈪ １～４限授業
１月19日㈭ 百人一首大会
１月20日㈮ 英検（５限～）
１月21日㈯ 耐寒行進
１月28日㈯ １～４限 40分短縮授業
１月31日㈫ 朝礼⑦
２月２日㈭ 五ツ木模試（１・２年）
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13日㈪ 自宅学習
２月14日㈫ 中等部人権LHR
２月16日㈭ 知財発表会（５限）
２月21日㈫ １～３限授業
２月22日㈬～24日㈮

学年末試験
２月25日㈯・27日㈪

自宅学習
２月28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㈮ １～３限授業
３月４日㈯ 高校卒業式・自宅学習
３月６日㈪ １～３限授業・３年思春期講演会（２・３限）

午後：三者面談
３月７日㈫ イングリッシュコンテスト

午後：三者面談
３月８日㈬ １～３限授業（１・２年）・卒業式リハーサル（３年）

午後：三者面談
３月９日㈭ １～３限授業（１・２年）

卒業式リハーサル（３年）
３月10日㈮ 中等部集会・卒業式リハーサル

教科書販売・写真撮影
３月11日㈯ 中等部卒業式
３月13日㈪～18日㈯

３限特別授業（１・２年）
３月13日㈪ ２年 保健講話（４限）
３月17日㈮ ２年 思春期講演会（13：00～14：00）
３月20日㈪ 春分の日
３月21日㈫～24日㈮

自宅学習
３月25日㈯ 修了式

１月１日㈰ 元日
１月７日㈯ 全校集会
１月９日㈪ 成人の日
１月10日㈫～13日㈮

３年　追試・３年　冬期特別講座（Ⅱ期）
１月11日㈬ 共通実力試験
１月13日㈮ １～６限授業
１月14日㈯～16日㈪

中等部入試
１月14日㈯ 自宅学習・センター試験
１月15日㈰ センター試験・２年　英数・Ⅰ類チャレンジセンター
１月16日㈪ １～４限授業・３年　センターリサーチ
１月17日㈫ 自宅学習
１月18日㈬～31日㈫

３年　冬期特別講座（Ⅲ期）
１月19日㈭ １−１　進路LHR
１月21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
１月26日㈭ １年　合唱コンクール（５・６限）
１月27日㈮ １・２年　進研記述模試
１月28日㈯ １・２年 女子ダンス発表会

１～４限 40分短縮授業
２月１日㈬～18日㈯

３年　学習会
２月２日㈭ 人権LHR
２月４日㈯ １年　卒業生講演会（４限）
２月８日㈬ ２年　研修旅行前健診

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13日㈪ 自宅学習
２月21日㈫～24日㈮

学年末試験
２月23日㈭ ３年　登校日（12:30）
２月24日㈮ ２年　写真撮影
２月25日㈯・27日㈪

自宅学習
２月28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４日㈯～10日㈮

２年　研修旅行
３月６日㈪～18日㈯

１年　春期特別授業（必修）
３月８日㈬ １年　進路講演会（４限・ベネッセ）
３月10日㈮ １年　スタディサポート（リサーチ＋３教科）
３月11日㈯ 自宅学習
３月13日㈪～18日㈯

２年　春期特別授業（必修）
３月16日㈭ １年 思春期講座（14：00～）
３月20日㈪ 春分の日
３月21日㈫～23日㈭

追試
３月21日㈮～24日㈮

自宅学習
３月25日㈯ 修了式
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