
2021年３月31日付けで離任された教職員
西 村 優 汰 〔保体〕
石 田 晶 子 〔芸術〕
岡 本 徳 輔 〔英語〕
大 矢 　 敦 〔英語〕

揚村洋一郎 〔校長付〕
白 井 源 典 〔国語〕
辻 　 直 樹 〔国語〕
佐 藤 友 惟 〔社会〕
昆 布 康 博 〔数学〕
石 野 敬 典 〔理科〕
島 田 麻 央 〔保体〕

2021年４月１日付けで着任された教職員
近 藤 隆 久 〔国語〕
白 江 　 星 〔国語〕
山 根 宜 昭 〔国語〕
村 上 年 亮 〔社会〕
小 山 靖 之 〔数学〕
橋 本 雅 司 〔理科〕
山 川 奈 央 〔理科〕

島 村 　 誠 〔保体〕
西野紗也香 〔保体〕
森 田 貴 文 〔保体〕
古 谷 知 永 〔芸術〕
田 中 　 格 〔英語〕
井山満紀子 〔家庭〕

昨年度は、世界中で新型コロナウイルス感染症が猛威
を振るう中、日本でも誰もが経験したことのない制約の
ある日常生活、学校生活を送るという大変厳しい状況を
私たちは経験しました。本校としても、生徒たちの健康、
安全・安心を最優先に考え、生徒たちの学びに遅れが生
じないよう、一斉休校措置期間中にはiPadを活用したリ
モートによる新たな家庭学習の在り方にも挑戦し、習得
すべき学習内容の充実を図り、学習時間の確保に努めま
した。しかしながら、学校教育活動の再開後において感
染拡大防止のためとはいえ、生徒たちの心身の成長には
欠かせない多くの学校行事が縮小、延期、中止せざるを
得ない状況は、私たち教職員にとって断腸の思いであり、
本当に残念でなりませんでした。この思いは保護者の皆
様も同じであろうと察します。

こうした状況の中において生徒たちは、自分たちの学
校生活を満足できる時間とするため、勉強とクラブ活動
に一生懸命に取り組み、そして感染対策のため内容を大
きく変更せざるを得ない行事についても、仲間と協力し、
力を合わせ、少しでも思い出に残るものを創ろうと積極
的に参加する姿を見てきました。生徒の皆さんの頑張り、
そしてその頑張りを支えていただきました保護者の皆様
に改めて感謝を申し上げたいと思います。

2021年度も、基本的な感染対策はじめ、適度な換気や
密を避ける工夫ある行動を継続する中で、これまでの厳し
い状況の中でも常に前を向き、頑張ってきたTeam仰星の

底力で生徒・保護者・教職員・卒業生、そして地域の皆
様と共に力を合わせ、この難局を乗り超えたいと思います。

さて、次に本年度から高等学校で始まる新たな学びを
紹介いたします。それは2022年度より高等学校における

「学習指導要領」の改訂に伴う新設教科「探究学習」です。
本校ではこの「探究学習」を本年度より試行的に先行実施
いたします。具体的には「総合的な探究の時間」及び「高
校現代文明論」の時間を活用し、１年生で「基礎探究」と
して、Academic Skills（テーマ設定・情報、資料収集・
整理分析等）の習得・グループ活動を中心とした探究活
動・グループごとのポスター発表等の活動を通して「探究
学習」の基礎を学びます。

２年生では「発展探究」として、１年生で学んだ事をさ
らに深化・発展させ、ゼミ形式で活動し、最終的に各自
で論文にまとめることを目標に授業を展開してゆきます。

そこで、本年度（2021年度）は１年英数特進コースと選抜
クラスの２クラスを試行実施的に上記に示した「基礎探究」
の学習に取り組みます。そして、来年の2022年度は１年生
全クラスに「基礎探究」、２年生英数特進コースと選抜ク
ラスの２クラスは「発展探究」に入ります。さらに再来年
の2023年度には、１年生全クラスが「基礎探究」を学び、
２年生全クラスが「発展探究」を学ぶことになります。

この「探究学習」では、生徒自ら興味関心のあるテー
マや身近な課題について、仲間と協働しながら、課題

（テーマ・疑問）発見・仮説・調査・情報収集・分析（整
理）・検証・発表（プレゼンテーション・ポスター）・論
文という流れで学習を体験します。そこでは新たな視点
や価値を発見し、学びに向かう力を養い、これからの時
代に求められている思考力や判断力・表現力を身に付け、
自分で学ぶ面白さや喜びを体感していただく事を目的と
しています。

「自分で学ぶ面白さや
喜びを体感する

『探究学習』がスタート！」

校　長　小 寺 建 仁
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本校のグローバル教育は2021年度で６年目を迎えます。いつも紹介しているように「海外研修」「海外から
の留学生受け入れ」「海外への個人留学」を３つの柱としてさまざまなプログラムを開発し、本校生徒が世界
市民としての素地を獲得することを目標に取り組みを続けています。

2021年度も、まだコロナ禍ではありますが、これまで通り「海外研修プログラム」を計画する一方、「オン
ライン海外研修」も企画します。2020年度から始まった台湾ピンドゥン県ワンダン中学とのオンライン交流
も続けていきます。2020年度のワンダン中学との交流は、国際交流委員会やEnglish Clubの生徒だけでなく、
吹奏楽部部員や中等部３年の生徒、さらに１年９組の生徒も参加し、交流の輪が広がっています。2021年度
も希望するクラスを募り、より多くの生徒にこの交流を体験してもらいたいと願っています。
「海外からの留学生の受け入れ」に関しても、すでに３つの団体からの受け入れ要請を受けており、４月に

はアメリカ・フィンランドから１人ずつ、８月にはアジアから３人の留学生が来日し、本校での高校生活を
体験することになっています。国際交流委員により、ボランティアで始めた「オンライン日本語教室」は、来日
したくてもできない海外在住の高校生を対象に続けています。2021年度は来日が決まった留学生の事前の日本語
学習支援としても、このボランティア活動を拡大・継続していく予定です。
「海外留学プログラム」は、これまで同様、３週間から６ヶ月におよぶものまで、生徒の希望に応じてさま

ざまな期間にさまざまな国での学びを支援します。現在まだ滞在ビザが取得できない国が多いことから出発は
夏休み以降になると思いますが、安全に安心して海外留学が体験できるよう支援できる体勢を整えています。

国際交流委員会とEnglish Clubで毎月１回実施している留学生との交流会や在阪留学生を対象としたシ
ンポジウムもこれまで通り計画しています。2020年度はオンライン開催が多くなりましたが、2021年度は、
face-to-faceとオンラインを組み合わせながら実施する予定です。

混沌とした日々が続く今だからこそ、私たちは自分ファースト・自国ファーストではなく、国際的な視
野・視点に立って考え行動することが求められます。本校のグローバル教育は、そうした状況に適切に対応
できる人材の育成にこれからも取り組んでいきます。

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。東海大学への付属学校推薦型選抜をはじめ、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。

東海大学への付属学校推薦型選抜の例を説明します。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・学力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９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４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28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28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前には「スタディーサポート活用BOOK」を配布し、受験前
の学習に活用できる問題集を主体的に取り組ませます。受験後には「個人診断レポート」を配布します。
これは生徒一人ひとりの学力と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冊になっているものです。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」のメリットです。

１．学習状況リサーチ（45分）
実施日：９月１日㈬　時間割は、後日連絡いたします。

２．学力リサーチ
実施日：９月１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）
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2021年５月８日㈯
【授業参観】１限～４限（１コマ40分の短縮授業）
【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ご案内致します。新型コロナウイルス感染症の状況
により変更が生じる場合もありますのでご了承下さい。

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。新型コロナ感染予防の観点から、身体
測定・内科検診などの健康診断の日程を学年ごとに設定しています。

思春期は、心肺機能や脳もまだまだ発達途上であり自律神経が乱れやすい時期です。学業・部活や友人関係
の悩みや葛藤が身体症状に現れる生徒が少なくありません。自律と自立の課題を乗り越えていくことは簡単で
はありませんが、自分の健康・発達の課題について気づくことがまず第一歩です。「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、近年歯石や歯肉炎の生徒が目立
ちます。歯や口腔の衛生状態が良いことは全身の健康に影響し、感染症のリスクをも減らします。心身ともに
整えて充実した学校生活を送れるようにしましょう。

生徒のみなさんが学校生活を送る中で抱える悩みを相談できる場所があります。仲間や身近な人と話し
合って解決できれば一番よいですが、時には知っている人だから話しにくいなということもあるかもしれま
せん。もし「こんなこと誰に相談したらいいの？」ということがあったら、一度スクールカウンセラーに相談
してください。じっくりお話しする中で、一緒に考えます。

スクールカウンセラーの予約を取りたい場合は、保健室で申し込んでください。
 スクールカウンセラーより

○実施日　2021年５月10日㈪
○場　所　本校講堂
○時　程　（予定）高１・高２：３・４時間目、高３：５・６時間目
○内　容　映画上映（作品は現在選定中）

（2021年度は貧困問題をテーマに人権教育を行います。）

本校の人権教育について
本校では高校生対象に、「多民族共生（在日外国人差別について）」・「障碍者を取り巻く問題について」・「被

差別部落問題をはじめとする様々な差別問題について」の３テーマをローテーションし、人権教育に取り組ん
でいる。2021年度は「被差別部落問題をはじめとする様々な差別問題について」が人権学習のテーマであるが、
現在本校がSDGsに係る教育に取り組んでいることに鑑み、SDGs17のGoal 1「貧困をなくそう」を人権教育の
主題としたい。

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19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３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
2021年５月８日㈯　東海大学学園全体の説明会　　　　13：50～14：40　本校講堂
2021年10月30日㈯　高１・２年保護者対象進路講演会　14：00～15：00　本校講堂
2022年１月29日㈯　高１・２年保護者対象進路講演会　14：00～16：00　本校講堂

新しい年度が始まって早々の４月９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。

４月13日㈫ ＜中・高＞　新入生定期健康診断　男女別・クラス別　時差登校
４月14日㈬ ＜中・高＞　３年生定期健康診断、＜高校２年生＞　保健講話

４月15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年生＞　内科検診・身体測定・尿検査
＜高校２年生＞　内科検診・身体測定・尿検査・保健講話
＜高校３年生＞　保健講話
＜中・高　対象生徒＞　安静・負荷心電図検査

４月16日㈮ ＜全学年＞　尿検査　予備日　　※各自で保健室に提出
４月27日㈫、28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

５月12日㈬ ＜対象生徒＞　学校医による有所見者検診
５月～６月（日程未定）
授業と並行して実施予定

＜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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2021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）2021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）

生徒定期健康診断について生徒定期健康診断について

2021年度　高校前期人権教育行事2021年度　高校前期人権教育行事

スクールカウンセラーからのご案内スクールカウンセラーからのご案内

2021年度　中等部４月課題試験2021年度　中等部４月課題試験



中等部３年生は、６月14日㈪～17日㈭に沖縄研修旅行を計画しています。平和学習や農業等SDGsを意識
した体験や、沖縄の自然を体感するアクティビティを行程に組み込む予定です。本来の実施予定と内容は異なり
ますが、生徒達の学びと楽しみを一番に考えた充実した内容にしていきます。

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９日㈬に行う予定です。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。

今年度の研修は、海外に行けない事から九州研修旅行となりました。メインテーマとしてはSDGs学習です。
鹿児島の大崎町エコ学習であったり、農業体験を行います。その他、JAXA宇宙センター・鹿屋航空基地資料
館の見学、鹿児島市内観光となっています。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。

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25日㈫＜予備日６月１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。昨年度は新型コロナウイルスの影響で開催されません
でしたが、今年度は感染対策にも配慮しつつ開催する予定です。大きな声での応援は出来ないかもしれませ
んが、クラス一丸になっておおいに盛り上がる一日となることを期待しています。

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。

中等部１年生は、６月15日㈫から17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。

６月９日㈬、中等部スポーツ大会を予定しており、今年こそ実施できることを祈っています。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！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ヂ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。

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。一方高校入試・大学
入試で問われるのは、知識を活用できる「確かな学力」です。これは、日々の地道な積み重ねや、探究的な取り
組み（なぜ？を深堀することです）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、家庭学習記録帳やClassiの家庭学習記録で客観的に学習
時間や内容を記録し、また高校１・２年生は、「自己探求ノート」を活用し、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。

ところで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。またクラスにいいライ
バルがおり、打倒○○！！、を掲げることで頑張ることができたと思います（実際、彼にはほとんどやられっぱ
なしでしたが･･･）。

昨日より今日、今日より明日の自分がほんのちょっぴりでも成長したなと思えるように、定期試験や日頃の
小テスト・課題への取り組みもPDCAサイクルに乗せましょう。そして、確かな学力の定着→→→希望進路の
実現へとつなげて行きましょう！

前期中間試験　　　　　　　　　　　　　　　　　 前期期末試験
高　校：５月18日㈫～21日㈮　　　　　　　　　　 高　校：７月５日㈪～９日㈮
中等部：５月19日㈬～21日㈮　　　　　　　　　　 中等部：７月６日㈫～９日㈮

東海大学付属大阪仰星高等学校吹奏楽部　第32回定期演奏会
昨年度はコロナ禍で色々なコンサートがなくなりましたが、コロナウイルス感染対策を行なった上での演奏

会が徐々に増えてきました。一番大切なものはライブでないと伝わりません。皆さんと素晴らしい時間、空間
を共有できるよう、吹奏楽部部員一同、精一杯準備をいたします。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：2021年５月４日（火・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：アレルヤ！ラウダムス・テ（Ａ・リード）

エル・カミーノ・レアル（Ａ・リード）
カーテン　アップ！（Ａ・リード）
スペイン狂詩曲（Ｍ・ラヴェル）
ニュー･シネマ・パラダイス（Ｅ・モリコーネ）
ジャパニーズ・グラフィティXVII　美空ひばりメドレー　など
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2021年度　中等部スポーツ大会2021年度　中等部スポーツ大会

高校球技大会高校球技大会

高校校外学習高校校外学習

中等部１年中等部１年生生　三保宿泊研修　三保宿泊研修旅行旅行　　2021年６月15日㈫～ 17日㈭2021年６月15日㈫～ 17日㈭

中等部２年生　九州研修中等部２年生　九州研修旅行旅行　　2021年６月14日㈪～ 17日㈭2021年６月14日㈪～ 17日㈭

中等部３年生　沖縄研修旅行　中等部３年生　沖縄研修旅行　2021年６月14日㈪～ 17日㈭2021年６月14日㈪～ 17日㈭

♪吹奏楽部からのご案内♪♪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～前期定期試験について～PDCAサイクルを回しましょう～ 中等部・高校教務部



記

集編

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７日㈬ 入学式（中等部10：00　高校13：30）
４月８日㈭ 始業式・対面式・着任式・表彰式／中高：午後よりiPad配付
４月９日㈮ 課題試験（国数英ベネッセ＋理社）
４月10日㈯ 平常授業開始
４月13日㈫ １年　健康診断（時差登校）

２・３年　自宅学習
４月14日㈬ １・２年　自宅学習

３年　健康診断（時差登校）
４月15日㈭ １年　耳鼻科健診・歯科検診・保健講話（一斉登校）

２年　健康診断（時差登校）
３年　LHR・歯科検診（一斉登校）
企画会議

４月17日㈯ English Café
４月21日㈬ 朝礼①
４月26日㈪ １～４限授業・二者面談
４月27日㈫ 二者面談（授業カット無し）・検尿
４月28日㈬ 二者面談（授業カット無し）・検尿予備日
４月29日㈭ 昭和の日
４月30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／吹奏楽部第32回定期演奏会
５月５日㈬ こどもの日
５月７日㈮ 運動能力テスト
５月８日㈯ 授業参観（40分×４限授業）・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10日㈪ 第１回学校生活アンケート①
５月12日㈬ ２・３年　人権LHR①（１限）
５月13日㈭ 生徒総会（６限体育館）
５月18日㈫ ２～４限授業
５月19日㈬～21日㈮　前期中間試験
５月21日㈮ 防災訓練／English Café
５月22日㈯ 自宅学習
５月24日㈪～６月19日㈯　教育実習
５月24日㈪ １年　人権LHR①（５限）
５月26日㈬ 朝礼②
５月27日㈭ 全国学力調査（中３）
５月31日㈪ １年　水泳実習①（５･６限）
６月２日㈬ 音楽鑑賞会
６月３日㈭ １年　保健LHR①
６月７日㈪ １年　水泳実習②（５･６限）

SDGsセッション①（17：00～メディア）
６月９日㈬ スポーツ大会
６月12日㈯ 40分×４限授業

中等部女子対象入試説明会
６月14日㈪～17日㈭　中２　九州研修旅行／中３　沖縄研修旅行
６月14日㈪ １年　水泳実習③（５･６限）
６月15日㈫～17日㈭　中１　三保宿泊研修旅行
６月18日㈮ 自宅学習
６月21日㈪ １年　水泳実習④（５･６限）
６月23日㈬ 朝礼③
６月26日㈯ Intercultural Symposium
６月28日㈪ １年　水泳実習⑤（５･６限）
７月５日㈪ ２～４限授業
７月６日㈫～９日㈮　前期期末試験
７月10日㈯ 自宅学習（中等部夏のオープンスクール）
７月12日㈪ 自宅学習
７月13日㈫ 答案返却／夏休み前クラブ健康診断
７月14日㈬ 自宅学習
７月15日㈭ 自宅学習
７月16日㈮ 全校集会・三者面談
７月17日㈯ 三者面談
７月19日㈪ 夏期特別講座（１～３限・60分）　午後：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㈭ 海の日
７月23日㈮ スポーツの日（東京オリンピック開会式）
７月24日㈯ 自宅学習
７月26日㈪ 夏期特別講座（１～３限・60分）　午後：三者面談
７月27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）

スタディサポートリサーチ
４月３日㈯ 高校：新入生オリエンテーション（３日目）

スタディサポート学科試験（午前）
４月７日㈬ 入学式（中等部10：00　高校13：30）
４月８日㈭ 始業式・対面式・着任式・表彰式／中高：午後よりiPad配付
４月９日㈮～22日㈭　高３東海大進学希望者指導期間
４月９日㈮ 学園基礎学力定着度試験

３年　推薦入試説明会（６限講堂）
４月10日㈯ 平常授業開始
４月12日㈪ １年　クラブ紹介（７限各クラス）
４月13日㈫ １年　健康診断（時差登校）／メディアセンターガイダンス

２・３年　自宅学習
４月14日㈬ １年　自宅学習

２年　保健講話（一斉登校）
３年　健康診断（時差登校）

４月15日㈭ １年　耳鼻科健診・歯科検診・保健講話（一斉登校）
２年　健康診断（時差登校）
３年　保健講話・LHR・歯科検診（一斉登校）

４月16日㈮ １年　現代文明論ガイダンス（５限講堂）
２年　第１回読書会（６限講堂）

４月17日㈯ English Café
４月23日㈮ ２年　SDGs講演会（５・６限講堂）
４月26日㈪ １～４限授業・二者面談
４月27日㈫ 二者面談／検尿
４月28日㈬ 二者面談／検尿予備日
４月29日㈭ 昭和の日
４月30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／吹奏楽部第32回定期演奏会
５月５日㈬ こどもの日
５月６日㈭ ３年　進路LHR（６限各クラス）
５月７日㈮ １･２年　前期中間試験『プラン』（１年５限・２年６限各クラス）
５月８日㈯ 授業参観（40分×４限授業）

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10日㈪ 人権教育行事（校内２部制）
第１回学校生活アンケート①

５月12日㈬ １年　有所見者検診（13：20～）
５月13日㈭ 生徒総会（６限体育館）
５月14日㈮ １年　第１回読書会（５限講堂）
５月18日㈫～21日㈮　前期中間試験
５月21日㈮ 防災訓練／English Café
５月22日㈯ 自宅学習
５月24日㈪～６月19日㈯　教育実習
５月25日㈫ 球技大会
５月26日㈬ ２・３年　有所見者検診（13：20～）
５月27日㈭ １･２限：答案返却

３限：１･２年　探求ノート･３年　LHR　４限～授業
６月１日㈫ 球技大会（予備日）
６月２日㈬ 音楽鑑賞会
６月３日㈭ ２年　いのちのお話デートDV（６限講堂）

３年　大学進学ガイダンス（５限講堂･６限体育館１階・視聴覚室）
６月４日㈮ ３年　進研マーク模試
６月７日㈪ SDGsセッション①（17：00～メディア）
６月９日㈬ 校外学習
６月10日㈭ １年　進路LHR（６限各クラス）

２年　進路LHR（６限講堂）
６月12日㈯ 40分×４限授業

３年　GTEC検定版（中等部女子対象説明会）
６月17日㈭ 人権LHR①
６月18日㈮ １･２年　前期期末試験『プラン』（１年５限・２年６限各クラス）
６月19日㈯ １･２年　学部学科説明会

東海大学学園全体説明会
６月21日㈪～24日㈭　３年　沖縄研修旅行
６月26日㈯ Intercultural Symposium
６月28日㈪ １～３年　進研記述模試
７月１日㈭ 企画会議
７月２日㈮ １年　現代文明論の旅ガイダンス（５限講堂）
７月３日㈯ 保護者代表幹事会②（14：00～）
７月５日㈪～９日㈮　前期期末試験
７月10日㈯ 自宅学習（中等部夏のオープンスクール）
７月12日㈪ 自宅学習
７月13日㈫ 答案返却（13：00）

１･２年　探求ノート･面談準備（14：30～）
夏休み前クラブ健康診断（13：20～）

７月14日㈬ 教科会･学年会
７月16日㈮ 全校集会／三者面談
７月17日㈯ 三者面談
７月19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㈭ 海の日
７月23日㈮ スポーツの日（東京オリンピック開会式）
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）

７月31日㈯～８月５日㈭　学園オリンピック夏季セミナー

2021年（令和３年）４月８日発行（8）第　76　号 天　の　川

新学期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。


