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小 寺 建 仁〔高校副校長〕
橋 本 成 人〔事務長〕
中 山 博 樹〔理科〕
水元美悠輝〔理科〕
前 田 博 志〔理科〕
隆辻江里子〔理科〕
笹 谷 育 代〔国語〕
吉 澤 綾 乃〔国語〕
森 本 有 紀〔国語〕

藤 田 丈 司〔事務長〕
沢 田 和 久〔地歴公民〕
芳 川 恵 理〔理科〕
小 林 晶 子〔国語〕
野 口 智 子〔国語〕
福 原 愛〔国語〕
安 田 享 子〔数学〕
吉 岡 綾 子〔数学〕
大 矢 敦〔英語〕

西 口 侑 香〔数学〕
松本由利子〔英語〕
上 野 亜 紀〔保体〕
東 野 桃 加〔地歴公民〕
下 野 信 子〔家庭〕
法 月 吉 子〔司書〕
浦 田 直 也〔保体〕
松 本 リ エ〔事務室〕

阪 口 紗 知〔英語〕
白 井 雄 己〔理科〕
石 野 敬 典〔理科〕
大 空 晴 美〔理科〕
南 真 悟〔理科〕
島 田 麻 央〔保体〕
清 水 結 子〔保体〕
古茂田恵美〔家庭〕

「人の価値はその人の追い
求める価値に等しい。」

校  長 揚村洋一郎
昨年暮れに柔道部の皆さんと進学や将来就きたい

職業等、いろいろと聞く機会がありました。そこで、
何のために進学するのか、その問いに答えるため参
考にして欲しいと思い横浜の吉見真一さんという町
医者の話を紹介します。吉見さんは、太平洋戦争中、
太平洋のある孤島で守備隊長をしていたのですが、
輸送が途絶え、多くの部下が次々に餓死していき、
自分は生きながらえて廃墟の日本に帰ってきて、こ
れから自分はどう生きていこうかと考えた時、食糧
不足の中、栄養失調で病死していった部下、飢えの
あまり自殺していった人の顔が浮かび上がってきま
した。「そうだ、 生き残った自分に与えられた使命
は、病に倒れていった人々を救うことだ」と決心し
た吉見さんは、医学部への入学試験を受ける準備を
始めました。時に50歳、記憶も衰え、老眼鏡の助け
を借りなければならない。辞書を手に長男と机を並
べて受験勉強を始めました。
そして、２年間の勉強の末、慶応大学医学部に入
学。一人前の医者になれたのが60歳の時です。医師を
志した動機が医療を受けられないまま死んでいった部
下への鎮魂ということですから、自分の体力も経済的
配慮も度外視して、ひたすら町の医療に献身的に尽く
しました。近所の人々の信頼を一身に集め、30年あま
りの町医者としての生活を終えたのです。素晴らしい
人生だったと思います。吉見さんの生き方を読んで私
は、こんな言葉を思い出したのです。「人間の価値は、

その人が熱心に追い求める対象の価値に等しい」大学に
入りたい。それではどんな目的をもって、どんな価値
を実現しようとして大学に入りたいと願うのか。大学
に入学するのは、一つの手段にしかすぎない。その向
こうの方に、もう一つの目的がなくてはならない。皆
さんは今、懸命になって受験勉強をしている。しかし、
そのもう一つ先の目的をはっきりと自覚しているので
しょうか。お金持ちになりたい、恋人が欲しい、安定
した収入の多い職業に就きたい、こういう願いも現
実の問題として、いた仕方ありません。しかし、私
は、次元が低いと思います。50年前、瀬戸内海に橋
を津軽海峡にトンネルをという願いをもった人がいま
した。当時は気が狂ったのかと馬鹿にされた。しかし、
それは大きな、そして実に次元の高い夢であった。世
間の常識を超えて新しい価値を想像していく。しかし、
大部分は消えて挫折することが多い。でも、そのつま
ずきや迷いが新しい知恵や力の源になっていくのです。
皆さんは次元の低い事柄に安住してはいけません。次
元の低い目的や安っぽい理想を求める人間であって欲
しくはないと思うのです。Ｗ・Ｓクラーク博士の青年
よ大志を抱けはよく知ってると思います。しかし大切
なことは、その次に続く言葉です。再度考えて見ましょ
う、大志を抱く意味を。

青年よ、大志を抱け
それは金銭に対してだけではなく
また世間が名声と呼ぶあの
むなしいものに対してでもない
人間が人間として当然
身につけるべきすべてのものを
身につけることに対して
青年たちよ、大志を抱け
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本校では2015年11月に生徒25名がグアムへの海外研修に初めて挑戦するなど、国際的に活躍できる人材の
育成を目標として、グローバル教育を本格始動しています。2016年度は校内の専門部署として「国際交流部

（Global Linkage Center）」を新設し、生徒の国際交流の機会をさらに拡充していくことになります。GLCの
教員はファシリテーターとして国際交流プログラムを企画・運営します。さらに、「国際交流委員会（Global 
Linkage Student Council）」を立ち上げ、委員である生徒がコーディネーターとして交流プログラムに参加・
実行することで、生徒主体の体制をつくります。このような体制のもと、教員と生徒が協力して、組織的に
海外との交流活動を行っていきます。より多くの研修・留学・フィールドワーク等のプログラムを企画・提
供することで、生徒たちが異文化理解や国際協調の意義を学ぶことのできる機会を多くしていきたいと考え
ています。

その一環として、外国人留学生の受け入れを積極的に推進します。2016年度は高校２学年に３名の留学生
をアメリカ、エストニア、ハンガリーから受け入れます。彼らはこの４月から来年１月まで、本校生徒の保
護者関係宅にホームステイをしながら高校生活を送り、日本文化の体験や日本語の修得を目指しますが、学
習のみならず、学年・クラスの枠を越えた幅広い交流の機会となればと期待しています。

また、2016年度より中学２年生～高校２年生の希望者を対象に３か月留学制度を導入します。これは2017
年１月～３月の期間にニュージーランド・オークランドにホームステイしながら現地の学校に通い、英語コ
ミュニケーション力の伸長を図るプログラムです。具体的な内容については追って案内いたしますので、積
極的に挑戦していただければと思います。

実際に英語を媒体として外国人とのコミュニケーションを図り、異文化理解を深め、国際協調に貢献でき
る人材の育成を目指し、今後も様々なプログラムを提供していきたいと考えています。ご理解とご協力の程
お願い申し上げます。

2016年度の主なグローバル教育 ＜予定＞
４月：海外からの留学生３名の受け入れ（～2017年１月）
６月：グアム・ナショナル・オリンピック・コミュニティ（アメリカ）からの生徒受け入れ
９月：ロイヤル・セント・ジョージズ高校（カナダ）訪問（希望者）
11月：グアム・ナショナル・オリンピック・コミュニティ（アメリカ）訪問（希望者）
１月：ニュージーランド３か月留学（希望者）（～３月）
３月：ロイヤル・セント・ジョージズ高校（カナダ）からの生徒受け入れ

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月上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12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）2017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17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10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14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14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）。
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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26日（金） 40分間

２．学力リサーチ
実施日：８月26日（金）
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）

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25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
2016年５月14日（土） 東海大学学園全体の説明会
 13：50～14：40 本校講堂
2016年12月３日（土） 高１・２年保護者対象進路講演会
 13：50～14：40 本校講堂
2017年１月21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
本年度、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。生徒に配布しています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。

身体と心は、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14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15日（金） ＜全学年＞ 尿一次予備日 ※各自で保健室に提出
４月27日（水）、28日（木） ＜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27日(水)、５月10日(火) ＜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

2016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。

2016年５月14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。

2016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）

実施日：2016年５月11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）
内 容：映画「60万回のトライ」

映画紹介
東大阪にある大阪朝鮮高級学校ラグビー部の３年間を密着取材した青春ドキュメンタリー映画である。
ソウル出身の朴思柔（ぱく さゆ）と在日３世の朴敦史（ぱく とんさ）の2013年共同監督作品である。製
作はコマプレス、60万回のトライ製作委員会。
ラグビー試合終了時に使う「ノーサイド」の言葉には国籍や民族を越えてお互いを讃え合うという精神が
込められている。日本一を目指して闘っている在日コリアン高校生の彼らにとっての「ノーサイド」とは？

今年度の高校人権教育のテーマは「多文化共生（在日問題他）」です。

2016年度 前期 高校生対象人権教育行事
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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。
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27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：５月５日（木・祝） 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：オリエント急行、バレエ組曲「ガイーヌ」より、

サンダー・バード、スウィングしなけりゃ意味がない、
メイン・ストリート・エレクトリカル・パレード など

きらめきコンサート
日 時：５月28日（土） ①15：00 ②16：00 ③17：00 ④18：00（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。５月28日は

ぜひ京都へお出かけください！

高校球技大会
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31日（火）＜予備日６月７日（火）＞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。

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下さい。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23日（月）～26日（木）	 	 	 高 校：７月５日（火）～８日（金）
中 等 部：５月24日（火）～26日（木）   中 等 部：７月６日（水）～８日（金）

2016年度前期定期試験について� 中等部・高校教務部

2016年度 中等部スポーツ大会
５月11日（水）、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「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ヂボー
ル大会となります。

高校校外学習

中等部１年 三保宿泊研修��６月22日（水）～�24日（金） ２泊３日

2016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31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。

５月６日（金） 音楽鑑賞会（中等部・高校）
５月６日（金）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４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21日（火）～６月29日（水） ７泊９日

中等部３年生は、６月21日（火）～６月29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。ハワイと日本の文化の違いを英語で
発表するプレゼンテーションも準備して行きます。

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。

６月21日（火）～６月24日（金）の３泊４日で北海道体験研修を実施いたします。
この研修では、３つの活動を中心に体験学習を行います。深川の農家でのファームステイ。オートキャン

プ場（まあぶ）コテージでの宿泊。旭山動物園・ラフティング、選択活動のジャム・アイス作りや高原サイク
リングなどの体験活動。最終日、小グループに分かれての小樽散策。これらの北海道の大自然に触れる農業
体験や野外活動を通じて、生徒たちが豊かな感性を育み、思いやりや感謝の気持ちなど、人として大切なも
のを改めて実感し、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21日（火）～24日（金） ３泊４日

校外学習は６月23日（木）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。

中等部１年生では６月22日（水）～24日（金）の２泊３日で、東海大学の建学の地である静岡県三保を中心に研
修を行います。この研修では、仲間とともに大学の関連施設で、調べ学習や体験学習を行います。学年での
集団活動、クラスや班などのグループ活動といろいろな単位で活動します。

３日間の共同生活を通じて、お互いを知り、お互いを認め、自ら周りのために行動する姿勢を養い、より
深い、より広い友人関係の構築を目指します。規律や時間を守り、挨拶やコミュニケーションを重んじながら、
仲間とともに活動して、中学生として成長することを期待しています。
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中等部 高等学校

集 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５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11日㈪ 授業開始
４月12日㈫ 課題試験
４月14日㈭ 保健の日 保健講話

新入生歓迎会・クラブ紹介
４月19日㈫ 朝礼① 全国学力調査（３年）
４月25日㈪～28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・吹奏楽部定期演奏会
５月６日㈮ 音楽鑑賞会
５月９日㈪ 第１回学校生活アンケート
５月10日㈫ 朝礼②
５月11日㈬ スポーツ大会
５月12日㈭ 生徒総会（６限）
５月14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23日㈪ １～３限授業
５月24日㈫～26日㈭

前期中間試験
５月26日㈭ 防災訓練
５月30日㈪～６月25日㈯

教育実習
５月31日㈫ 写生大会
６月７日㈫ 朝礼③
６月９日㈭ 運動能力テスト（１～４限）

１年 保健LHR
６月21日㈫～６月24日㈮

２年 北海道研修
６月21日㈫～６月29日㈬

３年 ハワイ語学研修
６月22日㈬～６月24日㈮

１年 三保研修
６月25日㈯ １・２年 自宅学習
６月30日㈭ ３年 自宅学習
７月６日㈬～８日㈮

前期期末試験
７月９日㈯・11日㈪・12日㈫・14日㈭・15日㈮・16日㈯

自宅学習
７月13日㈬ 答案返却
７月18日㈪ 海の日
７月19日㈫ 全校集会
７月20日㈬～23日㈯

三者面談
７月25日㈪～28日㈭

英数特進学習合宿（校内）

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。（H）

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５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11日㈪ 授業開始
４月12日㈫ 学園基礎学力定着度試験

１年 クラブ紹介
４月14日㈭ 保健の日
４月16日㈯ １年 現代文明論（１・２限）
４月25日㈪～４月28日㈭

１～４限授業・二者面談
４月29日㈮ 昭和の日
４月30日㈯ １年 キャリア教育ガイダンス（１限）
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・吹奏楽部定期演奏会
５月６日㈮ 音楽鑑賞会
５月９日㈪ 第１回学校生活アンケート
５月11日㈬ １・２限授業

人権教育行事（校外）
５月12日㈭ ３年 進路LHR（各クラス）
５月14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17日㈫ ３年 付属推薦小論文試験
５月19日㈭ 生徒総会（６限）
５月21日㈯ １年 キャリアデザイン講演会（１限）
５月23日㈪～26日㈭

前期中間試験
５月26日㈭ 防災訓練
５月30日㈪～６月25日㈯

教育実習
５月31日㈫ 球技大会
６月９日㈭ １年 進路LHR（各クラス）
６月10日㈮ ３年 進研マーク模試
６月16日㈭ 人権LHR
６月18日㈯ GTEC（１・２限）・３・４限40分短縮授業

１年 知財授業発表会（３・４限）
６月23日㈭ 校外学習 
６月25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２日㈯ １年 研修の旅ガイダンス（１限）
７月５日㈫～８日㈮

前期期末試験
７月９日㈯・11日㈪・12日㈫・15日㈮・16日㈯

自宅学習
７月13日㈬ 答案返却
７月14日㈭ １～３年 進研記述模試
７月18日㈪ 海の日
７月19日㈫ 全校集会
７月20日㈬～23日㈯

三者面談
７月25日㈪～30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）
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