
本校は東海大学が掲げる「建学の精神」を基に、特色あ
る教育を関西の地に展開すべく、高等学校は1983年４月に
開校、今年で38年目、中等部は1996年４月に開校し、今年
で25年目を迎えます。現代のめまぐるしい社会の変化の中
にあって、この間、教職員による良い学校創りへの情熱と
使命感、また保護者の皆様や地域の方々からお寄せいた
だいた信頼と共感、そして何よりこれまで本校で学ばれた
生徒の皆さんの日ごろの弛まぬ努力があって、本校は今を
迎えることができていると思っています。
昨年、中等部は2021年度から、高等学校は2022年度か

ら新たに設けられる「学習指導要領」に則した教育課程を
検討する中で、本校としてこれまでの学習環境を振り返り、
継承すべきものと、新しい「学習指導要領」及びこれからの
時代が求める教育実践に則した新たな取り組みの策定を
検討いたしました。そこで、継承すべきは「建学の精神」を
軸とした学習とクラブ活動の充実を改めて確認し、そして
新しく本校として取り組むべき教育の柱として、2015年の
国連サミットで採択された「SDGs（持続可能な開発目標）」
の視点を取り入れた学習環境の整備としました。また、
それらの策定と並行して、教育目標・育てたい生徒像・
育てたい力（TG10Cs）の明文化を図りました。そして現在
は本校としてのラーニングマップ、教育のグランドデザ
インの検討を行っているところです。
以下に一部を紹介いたしますので、ご確認いただくと
ともに、「SDGs（持続可能な開発目標）」の視点を取り入

れた新たな教育環境の推進に、ご理解ご協力をよろしく
お願いいたします。

【教育目標】
本校の教育は「建学の精神」に基づき、これからの多様

で変化の激しい社会にあって、いかに社会が変化しようと
必要なバランスの取れた資質・能力をはぐくむ教育を行う。

【育てたい生徒像】
１．�持続可能な社会の実現に向けて自主的に行動できる人物
２．�ローカルかつグローバルな視野に基づいて行動できる人物
３．�身につけた知識・技能を応用し、課題発見・解決に

繋げられる人物
４．他者の多様性を受容し、協働できる人物

【TG10Cs（チーム仰星10のチカラ）】

2020年３月31日付けで離任された教職員 2020年４月１日付けで着任された教職員
櫻井理香子 〔芸術〕
小坂希衣子 〔英語〕
長 沼 翼 〔英語〕
上 地 安 穂 〔技術〕
津久田香奈 〔家庭〕
村瀬知加子 〔家庭〕
森 尾 美 歩 〔事務〕

淺 野 賢 一 〔数学〕
石 井 一 視 〔数学〕
小 山 靖 之 〔数学〕
嶋 田 能 久 〔数学〕
伊 藤 貴 志 〔理科〕
岩 川 武 久 〔保体〕
清 水 結 子 〔保体〕
脇屋敷翔太 〔保体〕
ジョナサン・A・ブリッジズ 〔英語〕

原 田 嘉 彦 〔国語〕
有 永 雄 星 〔数学〕
矢 野 彩 音 〔数学〕
飯 田 雅 美 〔理科〕
國 光 裕 満 〔理科〕
藤 原 海 〔保体〕
石 田 晶 子 〔芸術〕
片 上 守 〔英語〕

野 村 剛 史 〔英語〕
山 田 桃 子 〔英語〕
野 﨑 宏 〔技術〕
齋 藤 鈴 佳 〔家庭〕
山 口 樹 里 〔家庭〕

シャント・ケバブジアン 〔英語〕

『継承（「建学の精神」）と
改革（「SDGs」の視点）』
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本校のグローバル教育は、国際社会で活躍する人材の育成を目標に「海外研修」「海外からの留学生受入」
「海外留学」を３つの柱として2016年度から推進しています。
「海外研修」プログラムとしては、2019年度で４回目となる「トロント（カナダ）
研修（交流）」、2019年度に導入した「クイーンズランド（オーストラリア）１週間語学
研修」があります。トロント研修では、Royal�St.�George’s�Collegeを訪問し、現地
私立高校の授業を体験するほか、アンバサダー活動として同校の小学生に折り紙を
紹介したりします。「クイーンズランド研修」では、毎日ホームステイ先からBond
大学に通い、オーストラリアやアボリジニの歴史・文化を英語で学ぶと同時に、
アンバサダー活動として、現地幼稚園では折り紙を、老人介護施設では書道を紹
介する活動をしました。どちらの研修も英語を通して現地の人々や生活に触れる
体験ができるプログラムになっています。
「海外からの留学生受入」プログラムでは、2016年度に５名、2017年度に４名、
2018年度に５名、2019年度に４名と毎年複数の留学生を世界の様々な国から受け
入れています。2020年４月には５名の新しい留学生が本校での学びをスタートする
予定です。当然のことながら、日常の学校生活でこうした留学生たちと交流する機
会がありますが、特に本校国際交流委員会のメンバーやEnglish�Clubの部員たちは、
毎月定期的に留学生との交流会（English�Café）を開催しているほか、６月と12月
には本校に在籍する留学生だけでなく、在阪留学生も招いてシンポジウムも開催
しており、毎回多くの留学生たちが本校でディスカッションをしたり、書道やたこ
焼き作りを体験したりしています。
さらに、本校では海外から日本を訪問する海外校の受け入れも行っています。
2016年３月にはトロントのRoyal�St.�George’s�Collegeの生徒・教員32名が本校を
訪問し、日本文化体験や部活動体験、大阪・京都・奈良観光を楽しんだり、本校
吹奏楽部とのジョイントコンサートを開催したりしました。2019年度には、マレー
シアの国立中学・高校の生徒・教員35名が本校を訪問し、本校の部活動を体験し
たり、本校吹奏楽部との交流を楽しみました。
「海外留学」プログラムでは、トロント・オークランド・クイーンズランド・ロサ
ンゼルス等の都市での留学を短期・中期で体験できるプログラムがあり、2019年度
は６名の生徒が挑戦しました。基本的には現地校や現地グラマースクールで英語
を学びながら海外での生活を体験することになりますが、2019年度に導入したイ
ンターンシッププログラムでは、ホームステイをしながら現地の会社や商店で仕
事をさせてもらう体験ができます。2019年度は高校１年生の男子がこのプログラ
ムに挑戦し、４週間現地の商店で接客やレジ打ち、品出しなど一通りの仕事を体
験して帰国しました。
また、国内での英語研修として毎年３月に「英語集中講座」を実施しています。
このプログラムでは、３日間生徒は学校に通いながら外国人先生の授業を受ける
ことができ、英語コミュニケーション・プレゼンテーション・スポーツを体験でき
ます。
2020年度は、「研修旅行」として「シンガポールSDGs研修」「トロント研修」「クイー

ンズランド研修」の実施を予定しています。「海外留学」もこれまで同様さまざまな
都市への短期・中期プログラムを予定しています。どのプログラムも希望者を対象
にしています。是非、世界に飛び立つことを夢見て挑戦してみてください。

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、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奨励・特別技能・特別学力・
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月の付属推薦制度へのエン
トリーから始まり、書類審査､ 適性審査、校長面接を経て､ ６月候補者決定、10月出願、11月小論文試験、
そして12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開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10日㈮
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）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５日㈮ 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・70分と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：６月29日㈪ 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組は平常授業（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：６月29日㈪ 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組は平常授業（但し、希望者は上記の模試を受験可）。

３）高校１・２年生の「スタディーサポート」について
高校１・２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、現在の自分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種類の資料が生徒の手元に届きます。
１つ目は、成績冊子と生徒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

ための生徒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、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（45分）
実施日：９月２日㈬ 時間割は、後日連絡いたします。

トロント研修

クイーンズランド研修

マレーシア校訪問

インターンシップ

English Café
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相談室では、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コミュニ
ケーション・トレーニングをしています（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、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：月１〜２回程度で木曜日の15：40〜16：10に行っています。
対 象：本校在学生徒

参加を希望する場合は、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金曜日と土曜日に予約制で行っています。

スクールカウンセラーより

２．学力リサーチ
実施日：９月２日㈬ 時間割は、後日連絡いたします。
１年�国語（60分） ２年�国語（70分）
１年�数学（60分） ２年�数学（60分）
１年�英語（70分） ２年�英語（80分）

４）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20日㈯

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、化学教室、小教室、講堂等
５．実施予定の「学部・学科」：約20学部と専門学校数分野
６．参加予定の大学：東海大学と近隣の大学・専門学校

５）大学進学ガイダンス
１．目 的：�生徒に対して、進学先の入試情報だけではなく、設置学部、学費、就職状況、取得できる

資格・免許など具体的な情報を知らせ、それぞれの進学先への理解を深めさせ、明確な
意思で「志望校」を決定して「納得できる進学」を考えるきっかけとする。

２．対 象：高校３年生
３．実施日時：６月４日㈭

第１部 ５限�13：30～14：20 進路講演会（竹下しんいち氏）（講堂）
第２部 ６限�14：30～15：20 �約30大学（短大・専門学校含む）のブース形式による入試

説明会（体育館）

６）保護者対象の各種説明会（予定）について
2020年５月９日㈯ 東海大学学園全体の説明会

13：50～14：40 本校講堂
2020年10月31日㈯ 高１・２年保護者対象進路講演会

14：00～15：00 本校講堂
2021年１月30日㈯ 高１・２年保護者対象進路講演会

14：00～16：00 本校講堂

2020年５月９日㈯
【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、Classi校内グループを通じて配信致します。多数のご出席をお待ちしております。

○実施日 2020年５月11日㈪
○場 所 本校講堂
○時 程 （予定）高２・高３：３・４時間目、高１：５・６時間目
○内 容 伊藤真波さん講演会（2020年度は障碍をテーマにして人権教育を行います。）

伊藤真波さんプロフィール
元�パラリンピック水泳日本代表。看護師を志していた途上の20歳の時、交通事故で右腕を失う。

失意のどん底から親や家族との関わりにより不安や葛藤を乗りこえ、看護師の道に進む。また、パラ
リンピック水泳日本代表やバイオリン演奏など、「夢や希望」を常に前向きに実現させる。現在、育児
をしながら講演活動も精力的に行っている。

1984年 静岡県出身、５歳から水泳を始める
2003年 静岡県医師会看護専門学校�入学
2004年 交通事故に遭い右腕切断
2007年 神戸百年記念病院�入職
2008年 北京パラリンピック 100m平泳ぎ�４位 100mバタフライ�８位
2010年 アジアパラリンピック 100m平泳ぎ�２位
2012年 ロンドンパラリンピック 100m平泳ぎ�８位
2015年 神戸百年記念病院退職 現在、育児をしながら講演活動をしている

（新型コロナウイルス感染拡大防止の為に予定が変更される可能性があります。）新しい年度が始まって早々の４月10日㈮に課題試験を行います。英語・数学・国語の３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試験を実施いたします。（１年生も力試しとして、
英語も受験します。）また、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、目標をもって学習に励んでください。

学校保健安全法に基づく、定期健康診断を下記の日程で実施します。本年度は、学校行事の関係で「保健
の日」の実施日が例年より遅くなっていますので御了承ください。
思春期は、心身の発達途上で自律神経が乱れがちです。自律と自立が課題となっている時期です。自分の

心身の健康課題について自ら見つめて改善していきましょう。「早寝・早起き・朝ごはん」の基本的な生活習慣
や毎日の入浴習慣で疲労回復に心がけてください。
また、近年むし歯は減っていますが、歯石や歯肉炎の生徒が目立ちます。歯や口腔内の衛生状態が全身の

健康状態に影響します。ご家庭でも日常的にお子さまの生活習慣やこころとからだの健康状態についてご留意
いただき、心配なことがありましたら保健室にご相談ください。

４月23日㈭
「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・尿検査
＜高校２・３年生＞ 内科検診・身体測定・尿検査・保健講話
＜中・高 対象生徒＞ 安静・負荷心電図検査

４月24日㈮ ＜全学年＞ 尿検査 予備日 ※各自で保健室に提出
４月30日㈭、５月１日㈮ ＜全学年＞ 尿検査 予備日 ※各自で保健室に提出
二者面談期間中の放課後 ＜保護者の同意書のある生徒＞ 保健室にて色覚検査
４月22日㈬・５月27日㈬ ＜対象生徒＞学校医による有所見者検診

４月～６月 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
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2020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）

2020年度 中等部４月課題試験

「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

スクールカウンセラーからのご案内

2020年度 高校前期人権教育行事



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。今年度は、５月８日㈮＜予備日５月13日㈬＞
に開催されます。
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・

ドッジボールを、勝利をめざし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もおおいに盛り
上がる一日となります。
クラスメイトとの親睦を深めつつ、怪我のないよう楽しんでください。

生徒にとって楽しみな行事の一つである校外学習は、今年度は６月10日㈬に行います。
校外学習は、各クラスの校外学習委員がクラスメイトの意見をまとめて行き先や内容を決定し実行する、生徒

主体の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、レクリエーションなどの趣向を凝らし、
集団行動の中でお互いの理解を深め、結束力や連帯感を高めます。思い出に残る校外学習をクラス全員で作り
上げてください。

５月28日㈭、中等部スポーツ大会を予定しています。競技はサッカー、ソフトボール、バスケットボール、
卓球など、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！安全で
競技が行いやすい人工芝グラウンドも使用し、一層盛り上がることでしょう。
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を予定しています。
※学年・クラスの状況により、多少の種目変更等がある場合があります。
※大会結果は、ホームページの「仰星日記」でお知らせいたします。

東海大学付属大阪仰星高等学校吹奏楽部 第31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、日々演奏に演出に
磨きをかけております。ぜひご来場ください！入場料は1,500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：2020年５月６日（水・振休）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：フェスティバル・ヴァリエーションズ（C.T.スミス）

高度な技術への指標 河辺公一
ウィナーズ 吹奏楽のための行進曲 諏訪雅彦
トランペット協奏曲 アルチュニアン

トランペット：アンドレ・アンリ
ドラゴンの年 フィリップ・スパーク
ジャパニーズ・グラフィティV 日本レコード大賞、栄光の昭和50年代

北の宿から～北酒場～ルビーの指環～勝手にしやがれ

きらめきコンサート
日 時：2020年５月30日㈯ 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。毎年約5,000人の方に聴いていただいています。５月30日は、
ぜひ京都へお出かけください！

PDCAサイクルとは、「Plan（計画）-Do（実行）-Check（評価）-Action（改善）」という一連のプロセスを繰り
返し行うことで、継続的に学習の改善や効率化を図るための手法の一つです。「無計画で臨まない」、「やりっぱ
なしにしない」と言えばわかりやすいでしょうか。
・Plan（計画）：各科目の目標点設定、目標達成のための具体的な学習計画を立てる
・Do（実行）：学習計画を実行する
・Check（評価）：試験結果と目標得点を比較し、達成状況や課題・問題点をあげます
・Action（改善）：課題や問題点についての改善策を考え、次の「Plan」へ反映させます

一夜漬けの勉強では、“記憶力”しか計測できません。しかし記憶はどんどん薄れます。一方で、高校入試・
大学入試で問われるのは“確かな学力”です。これは、日々の地道な積み重ねにより養われます。
まずは授業に集中することが最も重要です。また、Classiの家庭学習記録で客観的に学習時間や内容を記録

し、必要かつバランスの取れた学習習慣を確立しましょう。クラブで忙しい皆さんには、“すきま時間（通学
時間やちょっとした空き時間）”を上手に活用することもお薦めします。
私が中高生のときは、定期試験２週間前から試験勉強を始めていました。定期試験や日頃の小テスト・課題
への取り組みもPDCAサイクルに乗せて、確かな学力の定着～希望進路の実現へとつなげていきましょう！

前期中間試験  前期期末試験
高 校：５月19日㈫～22日㈮  高 校：７月７日㈫～10日㈮
中等部：５月20日㈬～22日㈮  中等部：７月８日㈬～10日㈮

中等部では毎年春に写生大会を行っており、昨年は大阪城公園に行きました。今年も５月８日㈮に実施を
予定しております。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ご覧いただけ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。
※写生大会の実施場所が変更になる場合もあります。

５月26日㈫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月下旬にプリントにてご連絡いたします。

中等部１年生は、６月17日㈬から19日㈮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、
新しいクラスメイ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。

今年度のマレーシア語学研修の目玉は、学校交流とSDGs学習です。学校交流は、お互いの学校紹介や伝統的
な遊び、芸術を教え合うなどの交流を行います。SDGs学習は、実際に国連と提携して難民の生活支援を行う社
会企業の方から体験学習を受ける予定です。その他、現地の大学生とまわる市内観光もあり、英語を使う機会が
盛り沢山の内容となっています。普段ではできない学びを体験し、日頃の学習動機に繋げてもらうことを期待
しています。

中等部３年生は、６月15日㈪～６月24日㈬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があります。この研修を通して、生徒たちがさまざまなものを見て、日本では味わえない
多くのことを感じて、世界的な視点で物事を考えるきっかけとなることを期待しています。
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2020年度 中等部スポーツ大会

♪吹奏楽部からのご案内♪

前期定期試験について～PDCAサイクルを回しましょう～

高校球技大会

高校校外学習

2020年度 中等部写生大会

５月26日㈫ 音楽鑑賞会（中等部・高校）

中等部１年 三保宿泊研修 2020年６月17日㈬～19日㈮

中等部２年 マレーシア語学研修 2020年６月15日㈪～19日㈮

中等部３年 ハワイ語学研修 2020年６月15日㈪～24日㈬

中等部・高校教務部



集 記編 後

４月～７月行事予定４月～７月行事予定
中等部 高等学校

４月１日㈬ 新入生登校日②（10：00～11：30）
４月７日㈫ 新入生健康診断
４月８日㈬ 入学式（中等部10：00 高校13：30）
４月９日㈭ 始業式 中高：午後よりipad配付
４月10日㈮ 課題試験（国数英ベネッセ＋理社）
４月11日㈯ 平常授業開始
４月18日㈯ English�Café（14：00～15：30�校内）
４月21日㈫ 朝礼①
４月23日㈭ （午前）保健の日 （午後）新入生歓迎会
４月25日㈯ 留学説明会（希望生徒・保護者対象�14：00～）
４月27日㈪ １～４限授業・二者面談
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㈭ １～４限授業・二者面談
５月１日㈮ １～４限授業・二者面談
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㈬ 振替休日／吹奏楽部第31回定期演奏会
５月７日㈭ １年 眼科検診
５月８日㈮ 写生大会
５月９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11日㈪ 第１回学校生活アンケート
５月12日㈫ 朝礼②
５月13日㈬ 写生大会（予備日）
５月14日㈭ 生徒総会（６限）
５月19日㈫ ２～４限授業
５月20日㈬～22日㈮

前期中間試験
５月22日㈮ 防災訓練
５月23日㈯ English�Café（14：00～15：30�校内）
５月25日㈪～６月20日㈯

教育実習
５月26日㈫ 音楽鑑賞会
５月28日㈭ スポーツ大会
５月30日㈯ きらめきコンサート
６月１日㈪ １年 水泳実習①（５・６限）
６月２日㈫ 朝礼③ 第１回人権LHR（１限）
６月４日㈭ 運動能力テスト
６月８日㈪ １年 水泳実習②（５・６限）
６月11日㈭ １年 保健LHR①（６限�多目的・視聴覚教室）
６月13日㈯ Intercultural�Symposium（14：00～16：00�特別教室）
６月15日㈪～24日㈬

中３ ハワイ語学研修
６月15日㈪～19日㈮

中２ マレーシア語学研修
６月15日㈪ １年 水泳実習③（５・６限）
６月17日㈬～19日㈮

中１ 三保研修
６月20日㈯ １・２年 自宅学習
６月22日㈪ １年 水泳実習④（５・６限）
６月25日㈭ ３年 自宅学習
６月29日㈪ １年 水泳実習⑤（５・６限）
７月７日㈫ ２～４限授業
７月８日㈬～10日㈮

前期期末試験
７月11日㈯ 自宅学習（中等部夏のオープンスクール）
７月13日㈪ 自宅学習
７月14日㈫ 答案返却 夏休み前クラブ健康診断
７月15日㈬ 自宅学習
７月16日㈭ 自宅学習
７月17日㈮ 全校集会・三者面談
７月18日㈯ 三者面談
７月20日㈪ 夏期特別講座（１～３限・60分） 午後：三者面談
７月21日㈫ 夏期特別講座（１～３限・60分） 午後：三者面談
７月22日㈬ 夏期特別講座（１～３限・60分） 午後：三者面談
７月23日㈭ 海の日
７月24日㈮ スポーツの日
７月25日㈯ 自宅学習
７月27日㈪ 夏期特別講座（１～３限・60分） 午後：三者面談
７月28日㈫ 夏期特別講座（１～３限・60分） 午後：三者面談
７月31日㈮～８月５日㈬

学園オリンピック夏季セミナー

４月１日㈬ 新入生登校日②（12：30～15：00）
４月７日㈫ 新入生健康診断
４月８日㈬ 入学式（中等部10：00 高校13：30）

入学生検尿予備日
４月９日㈭～21日㈫

高３東海大学進学希望者指導期間
４月９日㈭ 始業式 中高：午後よりipad配付
４月10日㈮ 学園基礎学力定着度試験

１・２年 スタサポ（リサーチ）
３年 推薦入試説明会（６限�講堂）

４月11日㈯ １・２年 スタサポ（学科）
４月13日㈪ １年 クラブ紹介（６・７限�講堂）
４月15日㈬ １年 現代文明論ガイダンス（５限�講堂）
４月16日㈭～17日㈮

１年 眼科検診
４月18日㈯ English�Café（14：00～15：30�校内）
４月20日㈪ １・２年 総合的な探究の時間講演会（午後�講堂）
４月22日㈬ １年 現代文明論校長講話（５限�講堂）

１年 有所見者検診
４月23日㈭ 保健の日 １～３年 保健講話（講堂）
４月24日㈮ 検尿予備日
４月25日㈯ 留学説明会（希望生徒・保護者対象�14：00～）
４月27日㈪ １～４限授業・二者面談
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㈭ １～４限授業・二者面談 検尿予備日
５月１日㈮ １～４限授業・二者面談 検尿予備日
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㈬ 振替休日／吹奏楽部第31回定期演奏会
５月７日㈭ １年 眼科検診

１・２年 成績・評定についてLHR（各クラス）
３年 進路LHR（各クラス）

５月８日㈮ 球技大会
５月９日㈯ 授業参観・保護者総会・クラス懇談会・クラブ懇談会

東海大学学園全体説明会（保護者対象）
５月11日㈪ 人権教育行事（校内２部制）

第１回学校生活アンケート
５月13日㈬ 球技大会（予備日）
５月14日㈭ 生徒総会（６限�体育館）
５月19日㈫～22日㈮

前期中間試験
５月22日㈮ 防災訓練
５月23日㈯ English�Café（14：00～15：30�校内）
５月25日㈪～６月20日㈯

教育実習
５月26日㈫ 音楽鑑賞会
５月27日㈬ １年 現代文明論読書感想文の書き方と実践（５限�講堂）

２・３年 有所見者検診
５月28日㈭ １年 進路LHR（講堂）
５月30日㈯ きらめきコンサート
６月４日㈭ １年 眼科検診・２年 進路LHR（各クラス）

３年 大学進学ガイダンス（５・６限）
６月５日㈮ ３年 進研マーク模試
６月10日㈬ 校外学習
６月11日㈭ 人権LHR①
６月13日㈯ ３年 GTEC（検定版）

Intercultural�Symposium（14：00～16：00�特別教室）
６月18日㈭ １年 眼科検診
６月20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）
６月22日㈪～26日㈮

３年 研修旅行�沖縄コース
６月22日㈪～27日㈯

３年 研修旅行�ハワイコース、プラハ・ウィーンコース
６月22日㈪～28日㈰

３年 研修旅行�オーストラリアコース
６月24日㈬ ２年 SDGs発表会（６限�講堂）
６月25日㈭ ２年 いのちのお話（６限�講堂）
６月27日㈯ ３年 自宅学習
６月29日㈪ ３年 自宅学習
６月30日㈫ １～３年 進研記述模試
７月１日㈬ １年 現代文明論の旅ガイダンス・三者面談概要説明（５限�講堂）

２年 SDGs講演会（６限�講堂）
７月７日㈫～10日㈮

前期期末試験
７月11日㈯ 自宅学習（中等部夏のオープンスクール）
７月13日㈪ 自宅学習
７月14日㈫ 答案返却 夏休み前クラブ健康診断
７月15日㈬ 自宅学習
７月16日㈭ 自宅学習
７月17日㈮ 全校集会・三者面談
７月18日㈯ 三者面談
７月20日㈪ 三者面談
７月21日㈫ 三者面談
７月22日㈬ 三者面談
７月23日㈭ 海の日
７月24日㈮ スポーツの日
７月25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）

７月31日㈮～８月５日㈬
学園オリンピック夏季セミナー

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。意欲をもって勉強、クラブに計画的に取り組み、実り
ある年にしましょう。 （H）
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