
現在、コロナ禍の生活において、私自身今までとは違う時
間の過ごし方を経験する中で、これまで愉快に楽しく行ってい
たことを控えるということや、また学校での教育活動において、
感染対策をいかに万全に行うか、さらに休業措置期間を含め、
体調を崩されている生徒の皆さんの学習をいかに確保するか、
さらに楽しみにしている学校行事をどうするのか、時には難し
い決断に迫られた事もあり、辛い思いをしたことも正直ありま
した。しかし、振り返ってみると辛いことばかりでなく、心に
温かさを感じ、幸せで満たされることも、実はたくさんありま
した。そのいくつかを紹介させていただきます。

１つ目は、昨年４月のある日のことです。私が出勤した時、
高校生２名が正門植木のところでしゃがんで何かしていたの
で「どうした」と聞いたら、一人が「鳥の子供の死骸があるので
何とかしてあげようと思っています」と答え、生まれたばかり
の鳥の死骸を見つめていました。そこで「そうか、かわいそう
だから、土に返してあげなさい」と言うと「わかりました、そう
します」と言い、亡くなった子供の鳥を土に埋めてくれました。
私は、たまたま見かけた子供の鳥の死骸に対して、ほっておく
事をせず、丁寧に葬ってあげようとする心優しい高校生に感動
したことはもちろんですが、命の尊さをしっかり感じ取っている
本校の生徒たちの存在を大変誇らしく思ったものです。

２つ目は、1983年の高校開校時から本校の保健体育科教諭と
して勤められたＯ先生の話です。Ｏ先生は、本校で勤められた後、
千葉県にある付属市原望洋高等学校に転勤され、そこで定年を
迎えられます。もともと本校の近くにお住まいがあり、定年後
もそこに住まれ、今も元気に活動されておられます。そのＯ先生
が時間をみつけては、正門入ってすぐのところにある創立者の

胸像やその周りの清掃、及び校内の草刈りや樹木の剪定、時に
は高圧洗浄機を持ち込み、花壇周りの汚れのあるブロックを綺
麗にして頂くなど、全てボランティアで行っていただいており
ます。校内でお会いする時に、いつも私に「ケンさん、（私の名
前が建仁なので、一緒に勤務していた時から私のことを『ケン
さん』と呼んでいただいておりました）この作業を是非やらせて
欲しい。了解をお願いできますか」とか「これは私の気持ちでや
らせていただいているから、気にせんといてな」と言って、夏の
暑い日には汗びっしょりになって、本校の環境保全にご協力を
頂いております。本来は、定年を迎えられて、ゆっくりした時
間を過ごしたいはずなのに、自分が勤めた学校に少しでも役に
立ちたい、また立てれば有難いという献身的な姿、行動に、感動
すると同時に本当に感謝しております。生徒の皆さん、これから
校内でＯ先生を見られた時には感謝の気持ちを込めて、「有難う
ございます」と是非声をかけて下さい。

最後にもう１つ、昨年12月に私の大学時代柔道部の恩師（現
東海大学名誉教授・2021年度瑞宝中綬章受章）が、大変お忙し
いのにもかかわらず来校された時の話です。恩師と直接お会
いするのは久しぶりであり、ものすごく緊張しましたが、大変楽
しみでもありました。色々な話をお伺いした後、柔道場に移動
し、柔道着に着替え、柔道部の練習にも参加していただきました。
その際、恩師自ら部員たちにも声を掛けていただき、部員たち
にとって大変貴重な時間となりました。また、東海大学柔道部
の卒業生にとって、社会に出て一番嬉しいと思う事は、恩師から

「よく頑張っている」と言葉をいただく事だと思います。この日
「仰星の先生方は皆、明るいな」と言葉をいただきました。私に
は「小寺、よく頑張っているぞ」と聞こえ、大変嬉しい思いをした
ものです。

さぁ、2022年度がスタートしました。まだまだコロナ禍、何
かと不安と緊張、そして我慢する時があるとは思いますが、皆
さんには必ず心安らぐ優しき方々に出会う機会がたくさんあり
ます。辛い時があろうとも、常に明るく、心晴れやかに、身体
は健康に、周りの人と手を取り合い、協力・協働して頑張って
いきましょう。

2022年３月31日付けで離任された教職員 2022年４月１日付けで着任された教職員

脇 　 莉 奈〔国語〕
粟 井 健 一〔社会〕
片 岡 恵 美〔社会〕
田 﨑 清 文〔社会〕
才 田 夕 稀〔理科〕
大 野 秀 子〔英語〕
永 田 夕 貴〔英語〕

奥 田 優 斗〔保体〕
紺 本 　 楓〔保体〕
丸 井 彩 希〔保体〕
瀬戸口ひかり〔養護〕
畑 森 美 玖〔メディアセンター〕
西 村 恭 子〔カウンセラー〕

吉 田 和 子〔理科〕
関 田 信 生〔英語〕
田 中 　 格〔英語〕
野 口 俊 樹〔英語〕
野 村 享 志〔英語〕
シャント・ケバブジアン〔英語〕
大 薄 　 凌〔保体〕

近 藤 隆 久〔国語〕
佐 原 知 彦〔国語〕
山 根 宜 昭〔国語〕
村 上 年 亮〔社会〕
鎌 田 卓 哉〔理科〕
橋 本 雅 司〔理科〕
百 浦 慎 吾〔理科〕

西野紗也香〔保体〕
溝 渕 絵 里〔保体〕
山 口 樹 里〔家庭〕
森中日出子〔メディアセンター〕
下 田 史 絵〔カウンセラー〕

「心優しき方々との出会い」
校　長　小 寺 建 仁
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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11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）

本校のグローバル教育は2022年度で７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
の留学生の受け入れ」「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。

2022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。2021年度のワンダン中学との交流は、英数特進やⅠ類に所属している生徒を中心に交流の
輪が広がっています。2022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、2021年度は、10月中旬にアジアから５人の留学生が来日し、

本校での高校生活を体験しました。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。2022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
は夏休みからになると思いますが、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。2021年度はオンライン開催が多くなりましたが、2022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。
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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３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年「到達度テスト」・高校２年の「スタディーサポート」について
高校１年生は「到達度テスト」を実施します。このテストは国数英の３教科で、生徒達が取り組みやす

いように出題範囲をあえて基礎的レベルに絞り込んだ内容とすることで、自分がどれぐらい理解してい
るかを把握するためのテストです。生徒達はそれぞれの到達度を測り、今後の学習に役立てていきます。
高校２年生は、学習状況リサーチと学力リサーチ国数英の３教科で構成される「スタディーサポート」を
実施します。「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」を受けることで今後の課
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。

実施日：８月31日㈬　時間割は、後日連絡いたします。
１．学習状況リサーチ（45分）
２．学力リサーチ

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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新しい年度が始まって早々の４月11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。

2022年５月７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。

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18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２日㈭

第１部　５限13：30～14：20　　　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
2022年５月７日㈯　東海大学学園全体の説明会　　　　13：50～14：40　本校講堂
2022年10月29日㈯　高１・２年保護者対象進路講演会　14：00～15：00　本校講堂
2023年１月28日㈯　高１・２年保護者対象進路講演会　14：00～16：00　本校講堂
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2022年度の生徒定期健康診断を新型コロナ感染予防に努めながら下記の日程で実施します。
思春期は、心肺機能や脳・自律神経系も発達途上で不安定な時期です。さまざまな不安や葛藤が身体症状

として現れている生徒が目立ちます。思春期の自律と自立の課題を乗り越えることは簡単ではありませんが、
自分の感情や心身の状態に気づくことがまず大事な第一歩です。

基本的な生活習慣の確立と栄養バランスのとれた食生活、入浴で疲労回復、好きな音楽や読書などストレス
発散の方法をみつけましょう。また、口の中の衛生状態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。

○実施日　2022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）

（2022年度は多民族共生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。2022年度は「多民族共生（在日外国人差別について）」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 10「人や国の不平等をなくそう」を人権教育の
主題としたい。

毎週、木曜日と土曜日は、相談室にスクールカウンセラーがいます。
学校生活の中で、一人では解決できない悩み事や困ったこと、「こんなこと誰に相談したらいいんだろ

う？」と迷うようなことがあるときには、スクールカウンセラーに相談できることも思い出してください。
一緒に考え、解決の糸口を見つけることに協力します。

スクールカウンセラーの予約を取りたい時は、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

4月7日㈭ ＜中・高＞　新入生定期健康診断（高校：男女別・クラス別　時差登校）

４月14日㈭
「保健の日」
全学年授業なし

＜中・高１年生＞　　　耳鼻科検診・保健講話・LHR
＜中等部２・３年生＞　尿検査・身体測定・内科検診・歯科検診
＜高校２・３年生＞　　保健講話・尿検査・身体測定・内科、歯科検診
＜対象生徒のみ＞　　　安静・負荷心電図検査

４月15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25日㈪、5月11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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人の記憶力に関する「エビングハウスの忘却曲線」では、一度覚えなおすと、最初に勉強したときよりも忘れ
にくくなることを示しています。また同時に、覚えなおすのにかかる時間も短くて済むことも明らかにしました。
逆に、復習するタイミングが後になるほど、覚えなおすのに多くの時間を費やしてしまいます。

では、効果的な復習のタイミングとは…？調べてみるとありました！カナダのウォータールー大学が研究
していました。１時間の講義内容を復習する際の最も効果的な復習のタイミングと所要時間は、最初に勉強
した後、

１回目　24時間以内に10分間（その日の復習その日のうちに）
２回目　１週間以内に５分間（１週間の学びを週末に総括！）
３回目　１ヶ月以内に２～４分（試験前には、試験範囲の総復習）

１時間の講義に対して、これだけの復習時間で最初に勉強したときとほぼ変わらない記憶を１ヶ月以上保つ
ことができるそうです。しかも適切なタイミングで復習すると、回が進むにつれ所要時間は減っていきます。

こうして整理してみると、この３ステップは理に適った学習サイクルに見えますよね。個人差はあるで
しょうが、暗記で苦労している人、学習習慣がなかなか安定しない人は是非実践してみませんか。

ところで、高校１･２年の皆さんは、自己探求ノートで、定期試験を中心としたPDCAサイクルを回して
いくことになります。中等部や高校３年の皆さんも、手帳等を活用して同様のことをすることでしょう。
PDCA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

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。そのためには一定以上の知識
を脳に蓄積（＝記憶）しておくことが必要です。

まずは授業に集中すること、そして「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。

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17日㈫～20日㈮　　　　　　　　　　中等部・高校：７月７日㈭～12日㈫（土日を除く）
中等部：５月18日㈬～20日㈮

（https://studyhacker.net/columns/kokateki-fukushu　より一部内容を引用しました）

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。
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効率的な記憶のためにも、PDCAサイクルを回しましょう効率的な記憶のためにも、PDCAサイクルを回しましょう
～脳科学的なエッセンスも加えて…～脳科学的なエッセンスも加えて…

高校校外学習高校校外学習

中等部・高校教務部



６月９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、ボッチャ、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。

東海大学付属大阪仰星高等学校吹奏楽部　第33回定期演奏会
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：2022年５月４日（水・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：交響的序曲（J.バーンズ）

吹奏楽のための「神話」～天の岩屋戸の物語による（大栗　裕）
バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第二組曲（M.ラヴェル）
スウィングしなけりゃ意味がない（D.エリントン）
ジャパニーズ・グラフィティXII　銀河鉄道999、
宇宙戦艦ヤマト　など

きらめきコンサート
日　時：2022年６月５日㈰

①13：00　②14：00　③15：00　④16：00　（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。コロナウイルス感染予防

対策をして行ないます！

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31日㈫＜予備日６月７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・バレーボールなど、屋外競技としてサッカー・ソフト
ボール・ドッジボールなど、勝利をめざし精一杯プレーします。現在のところ、新型コロナウイルス感染対策
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。
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♪吹奏楽部からのご案内♪♪吹奏楽部からのご案内♪

高校球技大会高校球技大会
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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７日㈭ 新入生定期健康診断
４月８日㈮ 入学式（中10：00　高13：30）
４月９日㈯ 始業式・対面式・着任式・表彰式
４月11日㈪ 課題試験（理・社）

ベネッセ学力推移調査（国・数・英・調査）
４月12日㈫ 平常授業開始
４月14日㈭ 保健の日
４月18日㈪ 朝礼
４月19日㈫ ３年 全国学力調査（国・数・理）
４月26日㈫ １～４限授業・二者面談
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㈯ 通常授業
５月２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33回定期演奏会（ザ・シンフォニーホール）
５月５日㈭ こどもの日
５月６日㈮ 運動能力テスト（６限目以降授業）
５月７日㈯ １～３限授業・授業参観　保護者総会・クラス懇談会
５月９日㈪ 朝礼
５月11日㈬ ２・３年 人権LHR①（１限）
５月12日㈭ 生徒総会（６限講堂）
５月17日㈫ ２～４限授業
５月18日㈬ 前期中間試験
５月19日㈭ 前期中間試験
５月20日㈮ 前期中間試験／防災訓練
５月21日㈯ 自宅学習
５月23日㈪～６月18日㈯　教育実習

５月23日㈪ １年 人権LHR①（５限）
５月30日㈪ １年 水泳実習①（５･６限）
６月２日㈭ １年 保健LHR①（６限視聴覚・多目的）
６月４日㈯ 40分×４限授業　中等部女子対象入試説明会（PM）
６月６日㈪ １年 水泳実習②（５･６限）
６月９日㈭ スポーツ大会
６月13日㈪ １年 水泳実習③（５･６限）
６月20日㈪～23日㈭　２・３年 国内研修
６月20日㈪ １年 水泳実習④（５･６限）
６月21日㈫～23日㈭　１年 三保研修
６月24日㈮ 自宅学習
６月25日㈯ 自宅学習　中等部オープンスクール
６月27日㈪ １年 水泳実習⑤（５･６限）

SDGsセッション①（17：00～メディア）
７月７日㈭ 前期期末試験
７月８日㈮ 前期期末試験
７月９日㈯ 自宅学習
７月11日㈪ 前期期末試験
７月12日㈫ 前期期末試験
７月13日㈬ 自宅学習
７月14日㈭ 自宅学習
７月15日㈮ 答案返却
７月16日㈯ 自宅学習
７月18日㈪ 海の日
７月19日㈫ 自宅学習
７月20日㈬ 全校集会・三者面談　クラブ健診（学校医問診）
７月21日㈭ 夏期特別講座（前期･３限×60分）　三者面談（PM）
７月22日㈮ 夏期特別講座（前期･３限×60分）　三者面談（PM）
７月23日㈯ 三者面談
７月25日㈪ 夏期特別講座（前期･３限×60分）　三者面談（PM）
７月26日㈫ 夏期特別講座（前期･３限×60分）

５月20日㈮ 前期中間試験　防災訓練
５月21日㈯ 自宅学習
５月23日㈪～６月18日㈯　教育実習
５月25日㈬ 答案返却・探求ノート（１・２限）　授業（３限～）
５月26日㈭ １年 進路講演会（６限講堂）
５月31日㈫ 球技大会
６月１日㈬ １年 学部学科説明会希望調査アンケート配信（Classi）
６月２日㈭ １年 進路LHR（６限各クラス）　２年 進路LHR（６限講堂）

３年 大学進学ガイダンス（５・６限アリーナ・視聴覚）
６月３日㈮ ３年 進研マーク模試
６月４日㈯ 40分×４限授業　中等部女子対象入試説明会（PM）
６月７日㈫ 球技大会予備日
６月９日㈭ 校外学習
６月11日㈯ １・２年 通常授業　３年 GTEC（検定版）
６月16日㈭ 前期人権LHR
６月18日㈯ １・２年 学部学科説明会・学園全体説明会（AM各クラス・講堂）
６月23日㈭ ２年 いのちのお話「デートDV防止講座」（６限講堂）
６月25日㈯ 自宅学習　中等部オープンスクール
６月27日㈪ SDGsセッション①（17：00～メディア）
６月29日㈬ １～３年 進研記述模試
７月２日㈯ 保護者代表幹事会②（14：00～）
７月７日㈭ 前期期末試験
７月８日㈮ 前期期末試験
７月９日㈯ 自宅学習
７月11日㈪ 前期期末試験
７月12日㈫ 前期期末試験
７月13日㈬ 自宅学習　クラブ夏休み前健診
７月14日㈭ 自宅学習
７月15日㈮ 答案返却／探求ノート・面談準備（12：50～）
７月16日㈯ 自宅学習
７月18日㈪ 海の日
７月19日㈫ 自宅学習
７月20日㈬ 全校集会・三者面談　クラブ健診（学校医問診）
７月21日㈭ 三者面談
７月22日㈮ 三者面談
７月23日㈯ 三者面談
７月25日㈪ 三者面談
７月26日㈫～ 夏期特別講座前期

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４日㈪ 新入生オリエンテーション（３日目）

新入生到達度テスト
４月７日㈭ 新入生定期健康診断　メディアセンターガイダンス
４月８日㈮ 入学式（中10：00　高13：30）
４月９日㈯ 始業式・対面式・着任式・表彰式　１年 iPad配付
４月11日㈪～23日㈯　高３東海大進学希望者指導期間
４月11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12日㈫ 平常授業開始
４月13日㈬ １年 クラブ紹介（７限各クラス）
４月14日㈭ 保健の日・保健講話
４月21日㈭ １年 探究・文明論校長講話（３限講堂）

２年 SDGs講演会（６限講堂）
３年 進路LHR（６限各クラス）

４月25日㈪ １年 有所見者健診
４月26日㈫ １～４限授業・二者面談
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㈯ 通常授業
５月２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33回定期演奏会（ザ・シンフォニーホール）
５月５日㈭ こどもの日
５月６日㈮ １年 R-CAP（６限各クラス）
５月７日㈯ 40分×４限授業・授業参観　保護者総会（13：00講堂）

学園全体説明会（13：50講堂）　クラス懇談・クラブ懇談会
５月９日㈪ １年 学部学科ガイダンス（５・６限講堂）

前期学校生活アンケート
５月10日㈫ 前期人権教育行事（校内２部制）
５月11日㈬ ２・３年 有所見者健診
５月12日㈭ 生徒総会（６限体育館）
５月14日㈯ 保護者代表幹事会①（14：00～）
５月17日㈫ 前期中間試験
５月18日㈬ 前期中間試験
５月19日㈭ 前期中間試験

2022年（令和４年）４月９日発行（8）第　80　号 天　の　川

中 等 部

高等学校

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。


