
平成31年改め令和元年が終わり令和２年になりました。
そして今年は、2020東京オリンピックの年でもありますね。
皆さんご存知の通り東京で開催される２回目のオリンピッ
クとなるわけですが、１回目は私が小学校４年生の時で、
アジアで初めて開催されるオリンピックということもあり、
わくわくした気持ちでテレビ画面に映し出される競技に
見入っていたことを思い出します。そして、オリンピック
がきっかけでサッカーを知り、その後に野球少年からサッ
カー少年に変化したということを振り返ってみても、懐か
しい出来事でした。今にして思えば、それまで夢中だっ
た野球と「さようなら」をしたことは、新鮮な魅力となって
いたサッカーに挑戦するための「いってらっしゃい」でも
あったのだと思います。

考えてみると、私たちの人生には数え切れないほどの
「さようなら」があります。そしてその回数だけ「新しい
何か」に出逢うことになるはずだと思います。だから「さ
ようなら」の言葉には、その何かに出逢うための「いって
らっしゃい」が含まれているのだろうと思うのです。

私にも、数え切れないほどの「さようなら」がありました。
そのたびごとに色々な思いを抱きました。そのたびに、
心が折れそうになったときもありましたし、逆に心がと
きめくような期待感に溢れたこともありました。そのと
きに心の支えと勇気や夢を持つことができたのは、色々
な場面で出逢った、心に残った次の言霊達でした。

※不安を誰かの言葉で解消してもらおうとするのは良く
ないね。不安は自ら戦わなくては。
※悲しみから生まれた希望は人を強くします。喜びから
生まれた夢は人を優しくします。
※この頃は待つエネルギーを忘れている。昔は相手に自
分の思いを伝えるのに、考えや思いを熟成させる時間。
即ち待つという時間が、思いを色々なものに変化させる
ことができた。
※俺が何もかも出来たらおかしいじゃん。それでいい。
ダメなところがあってもそれでいい。だから俺じゃん。
妻からそれが「貴方だ」だと教えられた。

※偶然や運命などで物事は起こらない。すべては必然な
のだ。決断と自分の意志で選んで生きてきた結果が、
今につながる。
※努力は運を左右する。
※無駄の中に宝がある。何故なら有は無から作り出すも
のなのだから。
※落ち込んで、やる気がない時は、生きる速度を変える
チャンスと云えないのだろうか。
※失敗は、自分の今まで見えていた世界が「広がり」、違う
自分を創生させることができる大きな大きなチャンス
になる。

※人間は必ず最後がある。終焉の後の自分を考え慄くより
も、今の自分の生き方を、どうあるべきか考え行動に
移す方が、大切だし良いに決まっている。それを私は
《前向き》という。
※「いってらっしゃい」は「行って」と「いらっしゃい」を合
わせた言葉。
※「いらっしゃい」は、また元気な姿で戻ってきて下さい
と言う願いと、訪れてくれたことに対しての感謝・尊
敬が含まれているのです。
などなどなど……。

そして今があります。
私は仰星での５年間、達成する喜び、評価された喜び、

自分の居場所が確信できた充実感を、一人でも多くの生
徒や同僚に持たせることが、私の仕事と思い生活してき
ました。

そして、令和２年３月には私にとって教師生活に「さ
ようなら」という大きな出来事が控えています。その後
の私は、まだ想像もできませんが、きっと何かに出逢え
ると思っています。

それでは、これから何回も「さようなら」を経験するだ
ろう皆様に、新たな年に、新たな魅力に出逢えるように

「さようなら」ではなく「いってらっしゃい」を贈りたいと
思います。

それでは皆さん「いってらっしゃい。」
そして私も「いってきます。」

それから、いつの日か成長した元気な姿を再び
見せて下さい。
そしたら、心を込めてこう言います。
「いらっしゃい！」

新年を迎えて
「さようなら」ではなく
「いってらっしゃい」

中等部副校長 石 井 一 視
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2019年度は、今年度で４回目となる「トロント（カナダ）研修（交流）」（以下「トロン
ト研修」）と、今年度はじめて導入する「クイーンズランド（オーストラリア）語学研修」

（以下「クイーンズランド研修」）の２つの海外研修が計画されています。「トロント研修」
はすでに10月27日～11月２日の日程で行われ無事終了しました。トロントの名門私立
校であるRoyal St. George’s Collegeの生徒たちとの交流を通して、英語コミュニケー
ション力を養うばかりでなく、現地の人・自然・文化に触れ、国際的な素養を身につ
けることを目的に行われました。これまで同様、同校の小学生に折り紙・おはじき・
紙風船などの日本の文化を紹介するアンバサダー活動を行う一方、同校の授業に参加
したり、今回はちょうどハロウィンの時期での訪問になったため、本校生徒も仮装を
してハロウィンイベントに参加したりするなど、とても内容の濃い１週間を過ごすこ
とができました。壮大なナイアガラの滝を目の当たりにしたり、Black Creek Pioneer 
Villageで美しい紅葉を堪能したりもしました。

１月18日㈯～26日㈰に実施を予定している「クイーンズランド研修」では、ゴール
ドコーストにあるBond Universityの特別授業に参加し、英語研修はもちろんのこと、
オーストラリアの文化や歴史などについても英語で学びます。訪問時期がちょうど
Australia Dayに当たるとうことで、特別なイベントも予定されているようです。１週
間のホームステイと大学キャンパスライフを体験することで、生徒たちの英語運用力
が強化されることを期待しています。

なお、本校では個人留学プログラムも充実しつつあります。今年度は夏休みを利用
して４名が留学に挑戦しました。ひとりはトロント（カナダ）での１ヶ月留学、ひとり
はクイーンズランド（オーストラリア）での１ヶ月留学、ひとりはオークランド（ニュー
ジーランド）での３ヶ月留学（文部科学省が支援する「トビタテ！留学JAPAN」にみ
ごと合格し、奨学金を獲得しての留学）です。もうひとりは８月下旬からトロントに
３ヶ月の予定で留学に出発しましたが、１ヶ月滞在を延長し、12月下旬まで挑戦を続
けます。さらに、現地校には通わず、職業体験をするインターンシッププログラムで
１ヶ月間サンフランシスコ（アメリカ）で頑張った生徒もいました。朝から夕方まで小
さなお店の品出しから、接客・レジ打ち・棚整理など、ひとりの店員として頑張って
くれ、オーナーからたいへん感謝していただきました。１月にはさらにもうひとり
ウエリントン（ニュージーランド）への３ヶ月留学に挑戦する生徒がいます。

海外研修とは話が異なって申し訳ありませんが、本校では海外から本校に訪問す
る学校の受入れも行っています。2016年にはトロントのRoyal St. George’s Collegeの
生徒が本校を訪問し、１週間の交流プログラムを実施しました。また、今年度は
11月５日にマレーシアの国立高校SMKと国立中学校SMJKの生徒たち28名が５名の
引率教員と共に本校を訪問し、本校国際交流委員やEnglish Clubの部員たちと昼食
交流会をもったあと、剣道・柔道・空手道・茶道・書道の体験をしました。また、
SMK/SMJKの生徒たちが自国の踊りや楽器の演奏を披露してくださり、本校吹奏
楽部が歓迎演奏をするなど、たいへん有意義な文化交流プログラムになりました。

この他にも紙面の都合で紹介できないグローバル教育プログラムが本校には設定されています。本校生徒
がそうしたプログラムに積極的に参加し、未来社会を担うグローバルシティズンに成長してくれることを期
待しています。

トロント BCPVの紅葉

ハロウィンイベント

クイーンズランド研修

2020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 2019年12月12日㈭
～2020年１月17日㈮ １月18日㈯ ９時集合 １月20日㈪ 11時～15時

B日程 2019年12月12日㈭
～2020年１月19日㈰ １月19日㈰ ９時集合 １月20日㈪ 11時～15時

C日程 2019年12月12日㈭
～2020年１月20日㈪ １月20日㈪ 16時30分集合 １月23日㈭ 15時～17時

2020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
2019年12月20日㈮～１月28日㈫

入学志願書提出期間
2020年１月20日㈪～１月28日㈫

学科 ２月10日㈪
面接 ２月11日（火・祝） ２月13日㈭

“教育”は次世代の社会の担い手を育成する目的でなされます。2022年より高校は新しい学習指導要領（教育の
羅針盤と思ってください）になります。およそ10年に１度、20～30年後の社会を予測して改訂されますが、
その経緯は次のような文章で始まります。少し長いですが、自分事として読んでくれると非常に嬉しいです。

『今の子供たちやこれから誕生する子供たちが、成人して社会で活躍する頃には、我が国は厳しい挑戦の時
代を迎えていると予想される。生産年齢人口の減少、グローバル化の進展や絶え間ない技術革新等により、
社会構造や雇用環境は大きく、また急速に変化しており、予測が困難な時代となっている。また、急激な少子
高齢化が進む中で成熟社会を迎えた我が国にあっては、一人ひとりが持続可能な社会の担い手として、その多
様性を原動力とし、質的な豊かさを伴った個人と社会の成長につながる新たな価値を生み出していくことが期
待される。…』

Society5.0、人工知能の台頭、選挙年齢や成年年齢の引き下げ･･･、これらは否応なく高校生の皆さんを社会
や政治への参画を早期に、しかも身近にするものです。少し先の未来は見えていますか？

一方、大学入試を取り巻く状況は未だ不透明感があり、逆に、制度に振り回されない“真の実力”を学習等に
おいて修得していく必要があるとも言えます。各教室に掲示してある「TG10Cs（仰星で育成する10の資質・能
力）」を見てみてください。皆さんが社会に出るに当たり、身につけて欲しい資質・能力をわかりやすく10項目
にまとめたものです。皆さん自身も、日々の学習活動をこのTG10Cs育成を意識したものとしていきましょう。

さて、１年の総まとめとなる学年末試験は２/25㈫～２/28㈮まで実施されます。以下、具体的な学習のア
ドバイスを書きます。

①学年＋１時間が平日の学習時間の目安となります。
② Classiの家庭学習記録を上手に活用しましょう。日々の家庭学習状況、各教科の学習時間のバランスを

客観視することが重要です。
③When are you going to do it? ⇒ If not now, then when? （いつやるの？⇒今でしょ！）

マレーシア校訪問交流
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中等部では、毎年全学年一斉に漢字検定を校内受検しています。今年度は１月31日㈮が実施日です。中等部

を卒業するまでに、総合コースの生徒で３級以上の取得を、英数コースの生徒では準２級以上の取得を目標に

しています。

漢字・語彙の習得は、国語の学習の中で最も基礎になる部分です。漢検に向けての取り組みも国語の授業で

行われます。生徒の皆さんは、目標級の取得を目指して日々の学習に励んでください。

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 2020年２月１日㈯ 14：00~15：50（予定）

３．場 所 東海大学付属大阪仰星高等学校 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：河合塾 嶋村昇平 氏

第２部：15：10～16：00（50分）
高校１・２年 共通 ＜講堂＞
・東海大学付属推薦説明会

説明：本校 進路指導部 檜山 聡

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年進研記述模試（₁月22日㈬実施）
◆ 時間割・実施科目

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）

高校２年進研記述模試（₁月22日㈬実施）
◆ 時間割・実施科目

（受験する型によって時間割と終了時間が変わります）
８:35～ SHR
13：55終了
英（90分）・国（90分）・社（60分）

15：35終了
英（90分）・数（120分）・
理（60分）・理（60分）

17：15終了
英（90分）・数（120分）・国（90分）・
理基礎（30分、30分）・社（60分）

18：25終了
英（90分）・数（120分）・国（90分）・
生基礎（30分）or化（60分）・
理（60分）・地理（60分）

2020年１月30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。

高校２年進研マーク模試（２月４日㈫実施）
◆ 時間割・実施科目

（受験する型によって時間割と終了時間が変わります）
８:35～ SHR
14：20終了
英（110分）・国（100分）・社（60分）

15：30終了
英（110分）・国（100分）・数①（70分）・
理基礎（30分×２）

16：10終了
英（110分）・数①（70分）・数②（60分）・
理（60分）・理（60分）

19：10終了
英（110分）・数①（70分）・数②（60分）・
国（100分）・理基礎（30分×２）・
社（60分）・公民or地理（60分）

19：10終了
英（110分）・数①（70分）・数②（60分）・
国（100分）・理（60分）・理（60分）・
地理（60分）

来たる１月16日㈭に、第24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24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！

2020年（令和２年）１月７日発行2020年（令和２年）１月７日発行 （5）第 71 号（4）第 71 号 天 の 川天 の 川

高校１・２年生 １・２月模擬試験 予定高校１・２年生 １・２月模擬試験 予定 進路指導部 進路指導部

高校１年合唱コンクール高校１年合唱コンクール

高校１・２年保護者対象 進路講演会について高校１・２年保護者対象 進路講演会について

漢字検定について漢字検定について 中等部 国語科

英語検定について英語検定について 中等部 英語科

中等部百人一首大会中等部百人一首大会 中等部 国語科



◆プラハ・ウィーンコース
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２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、
午後からは現地の学生と合流し、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。この日は、希望制の選択コースがあり、希望者はウィーンのシェーンブルン宮殿オランジェリーに
て音楽鑑賞をします。５日目は、各自で３つのコースを選択します。１：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、２：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、３：

「ドナウの真珠」と言われる美しい街のブダペスト観光、以上の３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ことを期待しています。

◆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、ファームステイ終了後の５日目の午後および６日目は、個人で選択できるオプショナルコースになって
います。それぞれのコースの内容は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
に行き、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。ハワイの島の１つであるオアフ島にて活動していきます。

１日目は、ホノルル空港到着後、モアナルアガーデン、パールハーバーに行きます。２日目の午前は、現地の
学生とともに、アメリカにあるブリカムヤング大学のハワイ校を見学します。午後は、ハワイの伝統や文化
などを体験することができるポリネシアカルチャーセンターにて活動をしていきます。３日目は個人で選択で
きるオプショナルコースになっています。内容は、１：天使の海にてシュノーケリング体験、２：クアロア
牧場にて映画のロケ地ツアー、バギー乗車などのアクティビティ体験、以上になります。この２つのうち１つ
を選択し、１日を通して体験していきます。４日目は終日自由行動になっており、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。５日目は、希望制でダイ
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います。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、各民家に宿泊します。
２日目：（午前）各民家での活動。（午後）美ら海水族館
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：オプショナルコース（石垣島）

①Ｇ３大外コース
石垣港：シュノーケリング体験・バナナボート＆ビスケットボート体験など

②ＰＩＰコース
石垣港：マングローブカヤック体験→由布島・植物園散策

③炎の情熱コース
川平グラスボート乗船→琉球ガラス体験

５日目：石垣島にて鍾乳洞の見学。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。

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10日㈫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、それぞれのテーマについてのプレゼンテーションを英語で発表します。３年生は「スピーチ」です。「３年
間の思い出」または「将来の夢」から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。限られた時
間の中で生徒たちは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。
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English Contest 2019English Contest 2019

2020年２月６日㈭ 14時30分開演

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	 脱獄
２、１－２	 小学生になりきってみた！
３、１－７	 威風の舞
４、１－５	 ベジタブルズ
５、１－４	 スケバン
６、１－３	 桃太郎
７、１－８	 JASMINE ～A	Whole	New	World～
８、１―９	 魔女

第二部

１、２－10	 オリンピック
２、２－７・８	 君想ふ
３、２－２	 昭和・平成の女子高生
４、２－５	 オタ活 ～推しが尊くて～
５、２－６	 AMERICAN	POLICE
６、２－９	 夜のサーカス
７、２－３	 Ms. インクレディブル
８、２－４	 結婚してください

創作ダンス発表会創作ダンス発表会

高 校 ３月７日㈯ 開式10:00
中等部 ３月14日㈯ 開式10:00

上記の通り、高校は第35回、中等部は第22回の卒業証書授与式を挙行いたします。
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。

卒業式卒業式

高２研修旅行高２研修旅行

中等部では、2020年１月25日㈯（予備日は2020年２月１日㈯）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、約40㎞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！

耐寒行進耐寒行進 耐寒行進実行委員会委員長

中等部 英語科

高校 体育科

高校 研究部



中等部 高等学校

集 記編 後

１月～３月行事予定１月～３月行事予定

１月１日㈬ 元日
１月７日㈫ １限全校集会・２限LHR
１月８日㈬ 課題試験
１月13日㈪ 成人の日
１月14日㈫ 朝礼⑦
１月16日㈭ 百人一首大会
１月17日㈮ １～６限授業（入試準備のため）
１月18日㈯ 自宅学習・中等部入試Ａ日程
１月19日㈰ 中等部入試Ｂ日程
１月20日㈪ １～４限授業・中等部入試Ｃ日程
１月23日㈭ 自宅学習（中等部入試振替）
１月24日㈮ 英検 ５限～
１月25日㈯ 耐寒行進
１月30日㈭ 五ツ木模試（１・２年）

２年 保健講話（６限 メディア）
１月31日㈮ 漢検（１限：全体受験）
２月１日㈯ 耐寒行進（予備日）

第１回新入生登校日
２月３日㈪ １年 第３回人権LHR（６限）
２月４日㈫ ２・３年 第３回人権LHR（１限）
２月６日㈭ 40分×６限短縮授業
２月10日㈪ 自宅学習（高校入試（学科））
２月11日㈫ 建国記念の日

高校入試（面接）
２月12日㈬ 自宅学習（高校入試振替）
２月13日㈭ 知的財産教育発表会（５限）
２月20日㈭ ２年 思春期講演会（５・６限 視聴覚）
２月23日㈰ 天皇誕生日
２月24日㈪ 振替休日
２月25日㈫ １～３限授業
２月26日㈬ 学年末試験
２月27日㈭ 学年末試験
２月28日㈮ 学年末試験
３月２日㈪ 自宅学習
３月３日㈫ 答案返却
３月４日㈬ 自宅学習
３月５日㈭ 自宅学習
３月６日㈮ １～３限特別授業

追試オリエンテーション 13：00
３月７日㈯ 自宅学習（高校卒業式）
３月９日㈪ １～３限特別授業 午後：３者面談（１・２年）

３年 保健講話（２・３限 メディアセンター）
３月10日㈫ イングリッシュコンテスト
３月11日㈬ １～３限特別授業 午後：３者面談（１・２年）

追試（３年）
３月12日㈭ １～３限特別授業 午後：３者面談（１・２年）

追試（３年）
３月13日㈮ 中等部集会・卒業式リハーサル

（教科書購入・写真撮影）
３月14日㈯ 卒業式
３月16日㈪ １～３限特別授業（１・２年）
３月17日㈫ １～３限特別授業（１・２年）
３月18日㈬ １～３限特別授業（１・２年）
３月19日㈭ １～３限特別授業 午後：追試（１・２年）
３月20日㈮ 春分の日
３月21日㈯ 追試（１・２年）
３月23日㈪ 自宅学習・追試
３月24日㈫ 修了式
３月30日㈪ 第２回新入生登校日

１月１日㈬ 元日
１月７日㈫ １限全校集会・２限LHR
１月８日㈬ １・２年 共通実力試験
１月９日㈭～18日㈯

３年 冬期特別講座（Ⅱ期）
１月９日㈭ ２年 進路LHR（Ⅱ類は講堂）
１月13日㈪ 成人の日
１月14日㈫～16日㈭

３年 追試
１月17日㈮ １～６限授業
１月18日㈯～20日㈪

中等部入試
１月18日㈯ 自宅学習・センター試験
１月19日㈰～25日㈯

ボンド大学スタディツアー
１月19日㈰ センター試験

２年 英数･Ⅰ類チャレンジセンター
１月20日㈪ １～４限授業・３年 センターリサーチ
１月21日㈫～31日㈮

３年 冬期特別講座（Ⅲ期）
１月22日㈬ １・２年 進研模試
１月23日㈭ 自宅学習
１月25日㈯ １年 卒業生による講演会（１・２限）
１月30日㈭ １年 合唱コンクール（５・６限）
２月１日㈯ １・２年 保護者対象進路講演会
２月４日㈫ ２年 進研マーク模試
２月５日㈬ ２年 研修旅行前健診
２月６日㈭ 40分×５限授業

１・２年 女子創作ダンス発表会
２月10日㈪・11日㈫

高校入試
２月11日㈫ 建国記念の日
２月12日㈬ 自宅学習
２月23日㈰ 天皇誕生日
２月24日㈪ 振替休日
２月25日㈫～28日㈮

学年末試験
２月27日㈭ ２年 写真撮影、３年 登校日（13：30）
２月28日㈮ ２年 写真撮影
２月29日㈯ 自宅学習
３月２日㈪ 自宅学習
３月３日㈫ 答案返却・１年 写真撮影
３月４日㈬ 自宅学習
３月５日㈭ 自宅学習
３月６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７日㈯ 卒業式、１・２年 自宅学習
３月８日㈰～14日㈯

２年 研修旅行
３月９日㈪～３月21日㈯

１年 春期特別授業（必修）
３月11日㈬ １年 いのちのお話（13：30～）
３月12日㈭ １年 進路講演会（13：30～）
３月13日㈮ １年 スタサポリサーチ・３教科
３月14日㈯ 自宅学習
３月16日㈪～21日㈯

２年 春期特別授業（必修）
３月19日㈭～23日㈪

１・２年 追試
３月20日㈮ 春分の日
３月24日㈫ 修了式

新年あけましておめでとうございます。“１年の計は元旦にあり”ということわざがあります。物事を始めるに
あたり、最初にきちんとした計画を立てることが大切だという意味です。

2020年は何事にも余裕をもって取り組めるように、早めに計画を立てることを心がけましょう。 （H）
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