
コロナ禍も落ち着きを見せはじめ、観光客も徐々に戻っ
ているとのニュースを見聞きするようになり、やっと日常
の生活に近づきつつあることを実感できるようになってき
ました。学校でも年間行事計画でお示ししている通りに行
事を進めることができるようになってきました。感染予防
策を継続しながらもコロナ禍前の生活に戻りつつあります。

そんな中、５月のとある休日に、春のうららかな日差し
を受けながら日帰り旅行に行ってきました。訪れたのは、
以前から１度は行ってみたいと思っていた比叡山です。歴
史でも習っていたので、比叡山延暦寺という名前は知って
いたのですが、ひと山全体に様々な建物が散在しているこ
とは知りませんでした。そんな程度の知識だったので、延
暦寺をお参りした後で、琵琶湖畔でも散策しようと思って
いたのですが、ちゃんと調べてみると、思っていたのとは
違うことが分かりました。実際行ってみると、丸１日比叡山
の中を歩き回っても、全ての仏閣を巡ることができないほど
広大で、長い歴史を持った比叡山延暦寺の奥深さを体感し
ながら、心穏やかに素敵な休日を過ごすことができました。

軽い“乗り鉄”である私は、行きと帰りで違うルートを
選び、比叡山観光を満喫しました。行きは京阪線で終点の
出町柳まで行き、そこから叡山電車に乗り換え、八瀬比叡
山口からケーブルカー、ロープウェイを乗り継いで比叡山
に入りました。その後、比叡山内シャトルバスを利用し、
横
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の順に３塔を巡りました。
初めに訪れた横川では、横川にゆかりの深い親鸞聖人、

道元禅師、日蓮聖人が開いた各宗派の布教伝道絵看板を観
ながら横川中堂を目指しました。龍ヶ池弁財天社を過ぎて
右を見上げると、舞台造りの横川中堂の堂々たる姿が現れ
ました。すぐ横にある根本如法塔を訪れてから根本中堂を
参拝し、恵心院・横川鐘楼を巡った後、私の実家の菩提寺
が曹洞宗ということもあり、道元禅師得度の地に足を伸ば
しました。得度の地は、急な坂道の下にあったので、帰り
道の登りが大変でしたが、菩提寺に埋葬されている先祖を
思いながらのんびり登りました。その後、おみくじ発祥の
地である四季講堂（元三大師堂）を参拝し、元三大師御廟を
まわって、次の西塔へ向かうためにバスに乗り込みました。

昼時を少し過ぎた時間だったので、横川から西塔に向かう
途中にある峰道レストランに立ち寄り、琵琶湖や近江富士
を眺めながら昼食をとり、比叡山からの素晴らしい眺めを
楽しみました。食事後、またバスに乗り込み西塔へ向かい
ました。

西塔ではまず、常行堂・法華堂（にない堂）の国重要文化
財を観てから、釈迦堂（国重要文化財）・西塔鐘楼・恵亮堂
などを巡り最終目的地である東堂へ向かいました。

東塔では、はじめに国宝殿を訪れ、多くの国宝や重要文
化財を含む展示物を鑑賞しました。比叡山延暦寺の歴史の
深さを再認識しながら、延暦寺の「こころ」を感じることが
でき、厳かな雰囲気の中で心静かに館内を巡ることができ
ました。国宝殿を出て、東塔鐘楼・阿弥陀堂・法華総持院
東塔を見学し、戒壇院・大講堂を巡り、開運の鐘を撞いた
後、根本中堂へ向かいました。

国宝の根本中堂が大改修中で被いに囲まれていたのは残
念でしたが、根本中堂の屋根の高さまで登れる修学ステー
ジから工事の様子を見学することができ、普段では見るこ
とができない中堂や廻廊の屋根を見ることができました。ま
た、７か所に設置されているＡＲマーカーを専用アプリで
かざして見ると、完成時のバーチャル画像を見ることがで
きます。また、ＶＲを選択すると、グーグルのストリート
ビューのように改装中の堂内を自由に歩き回ることもでき
ます。このように、工事期間ならではの体験をしましたが、
大改修が終了したら、修復やお色直しをした根本中堂や廻
廊を観てみたいという思いを強く抱きました。中堂の内部
は公開しているので、ご本尊の薬師如来の前にある千二百
年間灯り続けている「不滅の法灯」などは観ることができ、
身の引き締まるような厳かな雰囲気の中で、悠久の時を感
じることができました。根本中堂の前にある高い階段を登
り、文殊楼（山門）から根本中堂を見下ろしながら、ここで
もＡＲマーカーを通して完成後の根本中堂や廻廊を眺める
ことができました。この後、山王社や大黒堂を巡り比叡山
中の旅を終えることになります。

帰路は、比叡山鉄道の坂本ケーブル延暦寺驛舎（登録有
形文化財）まで歩き、そこからの琵琶湖を望む眺めを満喫
してから、日本最長のケーブルカーに揺られながらゆっく
りと山を下りました。ケーブル坂本駅からは京阪石山坂本
線の始発駅である坂本比叡山口駅まで歩き、京阪線を乗り
継ぎながら枚方まで戻ってきました。京阪本線に乗る時間
が帰宅ラッシュと重なったため、１日中歩き回ったご褒美
として、三条から枚方まで初めてプレミアムカーに乗車し、
短いながらも快適な時間を過ごしながら旅を終えました。

春の日の１日
高校副校長　飯 田 雅 美
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１．成年年齢を迎える皆さんへ　中年教師の一人より
エッセイスト野

の

田
だ

知
とも

佑
すけ

さんがこの３月に亡くなりました。私が24歳のとき彼の著作に出会ったので、かれこれ
25年以上の付き合い（間接的片思い！？）になります。

野田さんは川の恵みを受け、川に遊び、川を愛した人で、日本で初めてカヌーに犬を乗せて川下りをしたとも
言われています。川とともに生きる中で、治水や防災等のためコンクリートで固められていく日本の川が本来の
力や魅力を失っていくことを憂い、川を守ることに半生を捧げました。ヒステリックに声高に叫ぶことはせず、
日本の川の美しさや豊かさ、川遊びの面白さを大人にも子どもにも知ってもらうため、みんなで川下りをして魚
を釣り、川原にテントを張って釣った魚を焚火で焼いて食べる…。川好きのことを野田さんは“川ガキ”と愛情を
込めて呼んでいましたが、そんな川に身を委ねる体験的な活動を通じ、日本の川を守りたいと考える仲間（川ガキ）
が少しずつ増えていきました。野田さん亡き後もその思いは“川ガキ”たちに受け継がれていくのでしょう。

さて今年の４月から成年年齢が18歳になりましたね。成年に達すると何が変わるか、どんなことに注意しなけれ
ばならないか、自分事として意識していますか？18歳に達する高校３年生だけの話ではありません、いずれ18歳
を迎える中高の皆さんもその心構えが必要です。親の同意なしで様々な契約を結べるようになる、権利が増すと
いうことはその責任やリスクも同時に負うことを意味します。自分の身は自分で守る場面が増えていくということ
です。特に消費者トラブルに巻き込まれないため、知識を身に着けメリットやデメリットを理解しておく必要が
あります。

ところで皆さん、選挙へ行きましょう！18歳になってからになりますが、社会に対する主張を自分自身でする、
自分たちの意見で世の中を変えるチャンスが選挙です。もちろん選挙だけでは変わらないこともあるでしょう。
しかし１円玉に１円の価値があるからこそ１万円札にも１万円の価値があるように、あなたの１票がなければ創造
されない未来があるかもしれません。

未来を創造する方法は選挙だけではありません、自分で思うようにやってみるということがあります。自分た
ちがアクションを起こすことで未来は変えられる、野田さんもそのような信念を持って川を見つめていたのだと
思います。あなたにとっての“川”とは何でしょうか？

２．夏休みをどう過ごしますか　～　いつの間にかTime flies（光陰矢の如し）….その２
１年前の天の川で、私の高校３年生夏休みのエピソードを紹介しました。その続編です。
ライバル（と思っている同級生）がいました。隣のクラスの山田君、安定的に常に学年１位、隙がありません。

ある日廊下で山田君と彼の友人との会話が聞こえてきました、「俺は数学では誰にも負けねぇ…」。この言葉は、
私の担任で数学の教科担当、大好きな佐々木先生までをも下に見られた気がして私のハートに火を点けました。

「次の模試で絶対に山田を倒す！」こう誓って、それまでにも増して（数学の）勉強をしまくりました。そして模試
の結果が掲示板に張り出され…。総合成績１位山田、私は12位か14位くらいだったと記憶しています。しかし、
数学だけは山田君を上回り学年１位！！総合的に倒すことはできませんでしたが、一矢報いることができた達成感
と、佐々木先生の名誉を守ることができた充実感で満たされました。もしかすると、その後第一志望の大学に合格
できたのはライバル山田君の存在、あの一言があったからかもしれないと今更ながら思い出します。皆さんにも、
校内で競い合い高め合えるライバルがいるといいですね。

さて夏休みが始まります。クラブで忙しい人もそうでない人もそれぞれの目的を持って、夏期特別講座等も活
用し、途絶えさせることなく計画的に学習を進めてください。また、母校になるかもしれない大学・専門学校の
オープンキャンパスへの参加を検討してみてはどうでしょうか。オンライン開催も増えているので参加しやすく
なっていますよ。

逞しさを増し、きらりと眩しくなった皆さんとの再会を楽しみにしています。
最後に高３生へ一言、『夏を制する者は受験を制す』。よい夏休みを！

保護者の皆様へ
スマートフォンの普及にともない、生徒達が入手する情報はまさに多種多様となっています。本校においては、

二つの側面で保護者の皆様にもご注意いただきたいと考えています。
一つ目は、青少年におけるソーシャルメディア利用の拡大についてです。青少年が影響やリスクを考えること

なく、安易な発言や画像・動画の投稿、プライバシーに係わる情報等を発信することにより、ネット上での炎上や
犯罪被害につながる問題が多発しています。本校においても生徒指導部や情報管理室からの注意喚起、講演等に
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よる啓発活動など、様々な方法で生徒に安易な使用の危険性を訴えております。ご家庭においても是非スマート
フォンの使用に関するルール決めをしていただくようお願い致します。

もう一つは依存度の高さです。ソーシャルメディアやゲームアプリなどの長時間利用により、睡眠不足・体調
不良等を誘引する恐れがあります。やはり生徒が使用する情報機器に関しては、使用時間の制限やフィルタリング
等も含め、ご家庭におけるルール決めを重ねてお願い致します。

最後に、夏休みは生徒達も気が緩みがちになるかと思われます。興味本位で繁華街等のにぎやかな場所に出入
りし、思わぬ事件・事故に巻き込まれてしまい、取り返しのつかないことにもなりかねません。また、そのような
場所では違法薬物等が出回り、使用した者による重大な事件の発生も新聞・ニュース等で報じられています。その
ようなことにならないよう、言葉巧みに近づき勧められるものに手を染めることのないよう、普段から生徒達の
状況を十分に把握していただきたいと思います。

生徒達が一人で悩んでいるような場合は一声かけていただき、話を聞いてあげて下さい。お困りの場合は、学校
や警察にご相談して下さい。生徒達が有意義な高校生活を過ごせるよう、保護者の皆様と学校で連携し、生徒達
をサポートしていきたいと考えています。ご協力よろしくお願い致します。

１年生　三保研修（静岡）・・・６月21日㈫～23日㈭　２泊３日
東海大学湘南校舎、静岡校舎、海洋博物館や自然史博物館を訪れ、大学の先生方や卒業生による講演や施設見

学など、見聞を広げることができました。また、鉄舟寺など建学の歌の歌詞に含まれる地を訪れ、建学の精神に
触れることもできました。

２年生　九州方面・・・・・・６月20日㈪～23日㈭　３泊４日
太宰府天満宮、大刀洗平和記念館などを訪れ、歴史の見識を深めると同時に、熊本城や球磨川など被災地を訪れ、

復興の様子も知ることができました。その他、ホテルでの夕食でテーブルマナーを学ぶなど普段できない多様な
経験をすることができました。

３年生　沖縄方面・・・・・・６月20日㈪～23日㈭　３泊４日
平和学習やSDGs探究プログラム（海の豊かさを守ろう・陸の豊かさも守ろう）といった、

豊富な学習機会を得ることができました。また、マリンスポーツや美ら海水族館など沖
縄ならではの体験も楽しむことができ、生徒たちは沖縄を満喫した様子でした。

⃝７・８月夏期特別講座
７月21日㈭～27日㈬【土・日除く】、８月16日㈫～19日㈮の９日間、夏期特別講座を実施いたします。全コース

とも必修となっており、年間の授業時間数にも含まれます。この講座が、夏期休暇中の継続した学習習慣に繋がる
ことを期待しています。特に中学３年生にとっては、高校進学に向けて大切な時期です。この授業で前期の復習を
しっかり行い、後期に向けて実力アップに努めて下さい。（合唱コンクールが９月27日㈫実施となるため、夏期
特別講座中に一部音楽の授業を組み込む予定です。）

⃝７月22日㈮自由講座開講
７月22日㈮一日限定で、自由講座を開講いたします。今年度より高校では新学習指導要領が導入され、「探究」

が新科目として設定されました。生徒たちは自ら学び、考え、主体的に判断し、行動するために日頃の授業での
知識や学びを横断的に活用していくことが求められます。中等部においても、高校での「探究」に先んじて、自ら
考える基礎となる知識の習得に力を入れたいと考えています。

そこで、この自由講座では、日頃の授業では時間の制約上取り上げられない内容や学問的な好奇心を駆り立てる
ような講座を複数設け、生徒たちに自由に選んで受講をしてもらいます。講座は、中高一貫校としてのメリットを
生かし、高校教員による開講講座も多数設ける予定です。この機会に、生徒たちが知的好奇心を高め、その後の
学習モチベーションの向上に繋げてもらえれば幸いです。
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いわゆる、他校で言うところの体育祭・文化祭を本校では「星河祭」と称しています。もともとは学園全体で使わ
れている「建学祭」という名称でしたが、開校４年目に生徒の発案により「星河祭」という呼称が使われるようになり
ました。以来、私たちは「汝の希望を星につなげ」という建学の四訓の一つと、枚方・交野が古来「天の川伝説」の
地であることを見事に掛け合わせたこの素敵な呼称に愛着を覚え、毎年わくわくするようなお祭を開催してきま
した。ただ残念なことに、今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、以下のような開催を計画して
おります（６/30時点）。

９/29㈭開催予定の体育の部に関しては通常の開催を予定しておりますが、十分に感染拡大対策をお願いしたい
と存じます。10/１㈯・２㈰開催予定の文化の部については、１日目（10/１）は１昨年ご好評を頂いた「クラブ成果
発表会」を生徒のみで開催予定です（保護者様については、インターネットによる配信を計画しております）。２日
目（10/２）については、生徒１名につき１家族様限定での開催を、３年ぶりに計画しております。こちらも、十
分な感染拡大対策をお願いしたいと存じます。

少しでも生徒達が自ら企画し、自ら楽しみ、自ら成し遂げることが可能となるよう、学校全体で生徒をサポート
していきたいと考えております。保護者の皆様方においては、今年度の開催についての趣旨を何卒ご理解頂き、
生徒達の星河祭に対する活動にご声援を頂ければ、と存じます。どうぞよろしくお願い致します。

（１）高校１年生「高校現代文明論」の取り組みで40期生の研修旅行「テーマ」を選定中です。

本校では例年、高校２年次に実施される研修旅行。「学校設定の４コースから１つ選ぶ」従来のスタイルは、本年
度入学の40期生から大きく変わります。「team Gyoseiの学び」に示される力（自主性・行動力、グローカルな視野、
課題発見・解決力、多様性を受容できる力）を持つ人物を育てる新たな試みとして、「生徒自身が目的と行き先
を考え、決定する」スタイルへとリニューアルしました。旅のテーマを主体的に考え、明確な目的意識を持って

「40期生独自の研修旅行」を創り出すことを目指しています。「自主性・グローカルな視野・課題発見・多様性」に
留意することを条件に、テーマ立案の題材として「SDGs」の観点からまず考えてみました。自分の興味あるGoal
について個人のアイデアを出し合い、共通点の多いものをクラスのアイデアに集約し、それらを基に「40期生の
テーマ」を現在選定中です。学年投票で決定するテーマに従い、後期は行先を具体的に立案していきます。立案
は各クラス代表からなる「研修旅行準備委員会」が行います。委員会からの提案、そして学年投票を経て、今年度
中に行先を最終決定します。40期生の旅はどこに向かうのか？続報を楽しみにお待ちください！

（２）高校２年生「総合的な探究の時間」では、「SDGs」に取り組んでいます。

「誰一人取り残さない」社会の実現を目指す「SDGs」への本校の取組の一環として、高２では「企業とSDGs」につ
いて調べる活動を行っています。個人で調べたことを発表し、８月に各クラスで選ばれた代表による学年発表会
を行う予定です。また後期には、生徒自らが社会課題を発見し、その解決に取り組む活動として、「高校生ビジネ
スコンテスト」への参画を予定しています。「すべての人々が、それぞれの地域社会で生活していく中で健康を守
ることができ、笑顔で暮らせるようなアイデア」を実現するビジネスプランをチームで企画するというものです。
社会に対して当事者として関わるための主体性、社会の現象だけでなく構造にも意識を向ける社会認識力や課題
解決力、グループワークを通じて協働力等を養います。

夏空に太陽の光がまぶしい季節となりました。先月は蛍を見たのに、あっという間に蝉の声が聞こえます。前期
もようやく一息つき、もうすぐ夏休みが始まりますね。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。友人関係や、勉強、
家族のこと、自分のことなど色んなことがあったかもしれませんね。“前期お疲れさまでした”と、頑張った自分
を褒めてあげてくださいね。夏休みはリフレッシュできますように、心も体も少し充電できるといいですね。

スクールカウンセラーは、毎週木曜日と土曜日に来ています。少し疲れたな、話を聞いてほしいな等、どんな
小さなことでも構いませんので気軽にお越しくださいね。一人で悩まず、皆さんと一緒に二人三脚で乗り越えて
いけたらと思います。予約は保健室でとることができます。

スクールカウンセラー　金曜日　西 村 恭 子
土曜日　小 川 真 理
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2022年度　星河祭（体育の部：９/29㈭　文化の部：10/１㈯・２㈰）2022年度　星河祭（体育の部：９/29㈭　文化の部：10/１㈯・２㈰）

研究部からの報告研究部からの報告

スクールカウンセラーからのメッセージスクールカウンセラーからのメッセージ



（１）2023年度　大学入学共通テスト 説明会　予定
１．実施日：2022年９月８日㈭　放課後・本校講堂
２．学　年：高等学校 第３学年
３．内　容：願書配布、出願等についての説明
４．大学入学共通テスト受験希望者は、必ず参加のこと。

注：現役生の出願は、すべて在籍高校からの一括出願となります。

（２）高校１年　進路　到達度テスト　予定
１．実施日：2022年８月31日㈬
２．内　容：英（50分）・数（50分）・国（50分）

（３）高校２年　進路　スタディーサポート　予定
１．実施日：2022年８月31日㈬
２．内　容：学習状況リサーチ45分　英（80分）・数（60分）・国（70分）

（４）高校３年　第１回　ベネッセ・駿台マーク模試　予定
１．実施日：2022年９月14日㈬
２．内　容：国語＜200点・100分＞・数学①②＜各100点・①70分、②60分＞

英語（筆記）＜100点・80分＞・英語（リスニング）＜100点・30分＞
地歴・公民＜各100点・各60分＞・理科＜各100点・各60分＞
３教科３科目～５教科７科目より個人選択受験

本校では、受験生や保護者のみなさまに仰星の教育内容をより詳しく知っていただくために、生徒による施設案
内やチアリーディング部の発表、吹奏楽部によるミニコンサートなど、趣向を凝らした説明会を開催しています。
オープンスクールでは、体験授業やクラブ体験で受験生のみなさまに仰星を体感していただきます。また、中等部
ではプレテストを実施し、入試に向けた力試しも体験できます。

入学試験においては、昨年度より中等部のＡ日程入試において、総合進学コースおよび英数特進コースの両
コースで英語科目を選択することが可能になっております。また、中・高ともに英検の資格を持っていると、取得
級によって優遇措置も適用されます。

その他、昨年度よりカリキュラム・時間割等が新しくなっておりますので、ぜひ説明会へご参加いただきます
よう、本校を希望される受験生やその保護者の方にお知らせいただければ幸いです。
（随時、個別相談・学校見学も受け付けております。）

＊新型コロナウイルス感染症対策のため、内容を変更して実施する場合があります。
　本校HP等を通じて、詳細をお伝えする予定です。
＊中等部第１回プレテストは、国語と算数の２科目のみとなります。

中　等　部

入試説明会

９ 月10日㈯ 14：00
11月 ５ 日㈯ ９：30

（第１回プレテストと並行実施）
11月1９日㈯ 14：00

クラブ体験週間 ９ 月12日㈪～1９日㈪

英数特進コース　個別説明会 ９ 月21日㈬ 18：00

第２回オープンスクール 10月22日㈯ ９ ：30

第１回プレテスト ９ 月 3 日㈯ 10：00

第２回プレテスト 11月 ５ 日㈯ 8 ：５0

高　　校

入試説明会

11月 ５ 日㈯ 14：00

11月26日㈯ 14：00

英数特進コース　個別説明会 ９ 月21日㈬ 18：00

オープンスクール 10月22日㈯ 14：00

五ッ木模試連携説明会
11月13日㈰ 14：00

（受験生・保護者対象：講堂）
12月11日㈰ ９：30

（保護者対象：メディアセンター）
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進路行事進路行事 進路指導部

2022年度　入試イベント2022年度　入試イベント



記

集編

後

７月～９月行事予定７月～９月行事予定

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
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）

７月27日㈬ 夏期特別講座（前期･３限×60分）
８月11日㈭ 山の日
８月16日㈫～19日㈮　夏期特別講座（後期）３限×60分
８月23日㈫～９月17日㈯　教育実習
８月23日㈫ ①全校集会・②LHR（放課）
８月24日㈬ ４限授業

キャリア教育　２h：１年　３h：２年　４h：３年
８月25日㈭ ４限授業
８月26日㈮ 平常授業開始
９月５日㈪ 朝礼
９月８日㈭ 夏期課題試験（五ツ木模試）
９月10日㈯ 40分×４限授業　中入試説明会（PM）
９月19日㈪ 敬老の日
９月23日㈮ 秋分の日
９月24日㈯ 合唱コンクール学年リハーサル
９月26日㈪ 合唱コンクール全体リハーサル
９月27日㈫ 合唱コンクール（AM）　体育の部準備（PM）
９月28日㈬ 体育の部 リハーサル
９月29日㈭ 星河祭体育の部
９月30日㈮ 机・椅子移動　文化の部準備

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　クラブ夏休み前健診
７月13日㈬ 自宅学習
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～）

クラブ健診（学校医問診）（PM）
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
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㈫～30日㈯　夏期特別講座前期
８月６日㈯～８日㈪　学オリスポーツ大会
８月11日㈭ 山の日
８月16日㈫～19日㈮　夏期特別講座後期
８月23日㈫ 全校集会（１限）・LHR（２限）

８月24日㈬ ４限授業
８月25日㈭ ４限授業
８月26日㈮ 平常授業開始
８月27日㈯ 保護者代表幹事会③（14：00～）
８月31日㈬ １年 到達度テスト

２年 スタディーサポート
９月１日㈭ １～３年 情報モラル講習（６限各教室）
９月３日㈯ （通常授業）　プレテスト①（AM）
９月８日㈭ ２年 進路LHR（６限講堂）

３年 共通テスト説明会（15：50～講堂）
９月10日㈯ 40分×４限授業　中入試説明会（PM）
９月11日日 五ツ木模試会場
９月14日㈬ ３年 ベ駿マーク模試
９月15日㈭ ２年 進路LHR（６限講堂）
９月19日㈪ 敬老の日
９月22日㈭ １年 探究ポスター発表会

（１～６限体育館１･２階）
９月23日㈮ 秋分の日
９月27日㈫ ４限授業　体育の部準備
９月28日㈬ 体育の部 リハーサル
９月29日㈭ 星河祭体育の部
９月30日㈮ 机・椅子移動　文化の部準備

2022年（令和４年）７月20日発行（6）第　81　号 天　の　川

中 等 部

高等学校

待ちに待った夏休みがやってきました！どう過ごしても今年の夏は一度だけです。勉強、
クラブなど人それぞれ打ち込むものは違いますが、充実した時間になるようにしっかり計画
をたてましょう。今夏も猛暑になるようです。くれぐれも熱中症には気をつけてください。


