
鎖紹鰈鰤裟祭ﾍ嬖鰆契裟鰺瀧腋圜鰮鰒蜘れ楫旡漕粟圜鰈鰄蜘鯲 腴絣逗玄癸亶鎖紹鰈鰤裟祭ﾍ嬖鰆契裟鰺瀧腋圜鰮鰒蜘れ楫旡漕粟圜鰈鰄蜘鯲 腴絣逗玄癸亶鎖紹鰈鰤裟祭ﾍ嬖鰆契裟鰺瀧腋圜鰮鰒蜘れ楫旡漕粟圜鰈鰄蜘鯲 腴絣逗玄癸亶鎖紹鰈鰤裟祭ﾍ嬖鰆契裟鰺瀧腋圜鰮鰒蜘れ楫旡漕粟圜鰈鰄蜘鯲 腴絣逗玄癸亶

ﾍﾍﾍ，┊默～ 腴絣れ磁契褪Ｉﾍ默～ﾍ(‐計鯲

鰛属 タ契鯖 鰛属 鰺蕚鯲 ]』ぅ┺′たろぇﾍ]』ぅ┺】にろ[静Χ

鰊男鰊男鰊男鰊男 鰆鰌属 仰騰鯖れ遣贖鯖れ鰆裟╁へ┿よぃろ‶はよ 鰆鰆属 鰺冥鯲 ]』ぅ┺′た鰔ぇ┋謁デ┆

11属 讎○鯖れ1裟╁へ┿よぃろ‶はよ 鰆鰈属 鰺頒鯲 ]』ぅ┺′たろぇ頚憎

鰈鰄属 、泣Χブ 1鰒属 鰺築鯲 ﾘ磁契ﾙ契掖掖緒≒┪れ呈休契掖┋謁デ┆ﾍ♀

鰈鰮属 呈休契掖鰺萎瞳噛鯲 20属 鰺築鯲 ﾘ磁契ﾙ呈休契掖包なれ磁あろぇ付豫紐ﾍ♀

27属 鰺築鯲 ﾘ磁契ﾙ]』ぅ┺′たろぇ徠調聚溢れ┕┪ズゴ┪れ呈休契掖┕┪ズゴ┪

鰈属 ∃敍嚠玲π〒窕 鰆属 鰺男鯲 ]』ぅ┺′たろぇ契掖〒鰺宋加遣笘鯲

鰄男鰄男鰄男鰄男 鰥属 ∃敍嚠徠渇鯖れ優á偖‐覽秧掖〒 鰆鰆属 鰺築鯲 ﾘ磁契ﾙ＋尼┹よ╈ろぇれ擠騰碌┙れ救ゃかふ┻けﾍ♀ ‖揉贖碪

鰈鰌属 ∃敍嚠 鰆鰥属 鰺築鯲 ∃敍嚠包な      =

鰈鰮属鹽 フ0滞褌契掖ちふ》よ鰺鹽鰄鰓鰒鰌鯲 鰈鰄属 鰺築鯲 á欹繁叶┎敍紹鋩弖á契┈┎｝婦      =

鰄属鹽 Й蜘á褌揆紬鰺鹽鰮鰓鰤鯲 鰆属 鰺築鯲 ﾘ磁契ﾙ┻よ』ろっ｠ぇちゃろ秧暴〒

鰮男鰮男鰮男鰮男 1プ属 鰺築鯲 ﾘ磁契ﾙ鰈裟肺圜劭舩寝礪詑鰺漕齢舩寝鯲れ腴絣リR

17属 (粥鯲 救ゃかふ┻け鰺骨稚揉鯲呈休

鰈鰈属 鰺築鯲 ﾘ磁契ﾙ｝腋稽ダ逗玄宋迎れ漕粟嚠◇亶ﾍ♀

鰈鰤属 鰺築鯲 ﾘ磁契ﾙ擠騰＋秧睾

鰒属鹽 Й蜘鰛男揆紬鰺鹽鰛鰓鰛鯲 7属 鰺蕚鯲 ]』ぅ┺′たろぇﾍ]』ぅ┺】にろ[茹甑

鰛男鰛男鰛男鰛男 鰆鰒属鹽 招碪蜘褌鰺鹽鰛鰓鰒鰆鯲 1鰒属 鰺築鯲 丘蜘秧掖裴仰 ¡揉招碪

鰆鰒属 鰺築鯲 ち┻ゃか腴契く┾]』鰺骨稚揉鯲呈休      =

2鰈属 楫漕圜維騰冢玻〒 鰆鰒属 (粥鯲 腴呱難睇鰺骨稚揉鯲      =

鰈鰛属鹽 っえろほ]』ぅ┺を┹ろ鰺鹽鰥鰓鰒鯲 鰈鰌属 鰺築鯲 ╁ろこよ╄によえ]裴仰      =

鰒鰌属蒦 ы賛英潔鰺鹽鰥鰓鰆鯲 鰒鰌属 鰺男鯲 ы賛英潔鰺増鰡碇悟契訶求契鯲鰺鹽鰥鰓鰆鯲      =

鰥男鰥男鰥男鰥男 鰈鰒属 瀬騰裴仰 鰈鰊属 鰺築鯲 ]』ぅ┺′たろぇ頚憎れ]』ぅ┺】に鰔[静Χ

鰤男鰤男鰤男鰤男 鰥属 漕粟嚠鰺呈ハ裴ぬ鯲 鰆鰊属 (築鯲 ﾘ磁契ﾙδ葭π礪詑〒

ホ属 漕粟嚠鰺ñ條ツ裴鯲 鰈鰆属 (築鯲 ﾘ磁契ﾙ丘蜘※騰á┎硴軫冢玻れ]』ぅ┺′たろぇ徠調聚溢

鰆鰆属 漕粟嚠£※れ⑦TA瘡訓求契瘁契〒 鰈鰥属 (築鯲 ﾘ磁契ﾙっえろほ]』ぅ┺を┹ろ顔苑〒

鰈属 Й蜘蜘竹揆紬鰺鹽鰆鰌鰓鰮鯲 鰆鰤属 (築鯲 ﾘ磁契ﾙ腴絣骨稚碌紬れЙ蜘┕┪ズゴ┪ﾍ♀

鰆鰌男鰆鰌男鰆鰌男鰆鰌男 鰮属 Й蜘徃騰鯖 鰈鰊属 (冥鯲 ﾘ磁契ﾙ＋尼契掖默～鰺秧暴┈えく╀ろちよ]鯲ﾍ

鰆鰌属 嗇圭※騰属鰺鹽鰆鰌/鰆鰆鯲

鰆鰈属 至蜘仰騰鯖 鰈鰥属 鰺粥鯲 腴呱難睇鰺ダ加鯲

鰈鰆属 契呈礪詑〒ef鰺á契乖遣笘鯲

ホ属 求契瘁契〒 ホ属 (築鯲 求契瘁契〒

鰆鰆男鰆鰆男鰆鰆男鰆鰆男 鰆鰥属 契呈礪詑〒gh鰺á契乖遣笘鯲 16属 鰺築鯲 ﾘ磁契ﾙ求契瘁契〒ﾍ┕┪ズゴ┪ﾍ

鰆鰥属 鰆鰌鰌②鶸】にへぃ┺ちふ》よ

鰈鰛属 蒦至蜘á褌揆紬鰺鹽鰆鰈鰓鰆鯲 フ0属 (築鯲 しっ｠〉δ聴〒鰺宋加遣笘鯲

12属鹽 2裟ｃ契造默鰺鹽鰆鰈鰓鰆鰄鯲 7属 (築鯲 ﾘ磁契ﾙしっ｠〉秧暴〒

鰆鰈男鰆鰈男鰆鰈男鰆鰈男 16属 契呈礪詑〒ij鰺á契乖遣笘鯲 鰆鰊属 (築鯲 ﾘ磁契ﾙ╆ふ]ち｠】

鰆鰥属鹽 招碪蜘褌鰺鹽鰆鰈鰓鰈鰈鯲 鰆鰥属 鰺男鯲 ヨ蜘秧掖裴仰 ¡揉招碪

     =

ホ属 鰆れ2裟ラTEC ホ属 鰺冥鯲 ラTEC

鰆男鰆男鰆男鰆男 鰆鰒属鹽 求契タ睇〉よ』ろ睇釁鰺鹽鰆鰓鰆鰊鯲 鰆鰥属 (築鯲 ﾘ磁契ﾙ庁属筑求豢迷┈そふよぃ┺┹付ю┎秧暴〒れ╆ふ]ち｠】包な

鰈鰌属 契呈礪詑〒k鰺á契乖遣笘鯲 鰈鰄属 鰺築鯲 ﾘ磁契ﾙ╆ふ]ち｠】

2鰛属 (粥鯲 腴呱難睇鰺骨稚揉鯲

2属 ちふ》よ求〒鰺椅至鯲 1属 (築鯲 ﾘ磁契ﾙ逗玄痙蜴┹よ╈ろぇﾍ♀

鰈男鰈男鰈男鰈男 鰆鰄属鹽 鰆れ鰈裟蜘竹揆紬鰺鹽鰆鰓鰈鰒鯲 鰥属 (築鯲 ﾘ磁契ﾙñ裟褌┎┕┪ズゴ┪ﾍ♀

20属 淀π舩娠契е梼紬鰺楫漕圜鯲

鰈鰆属 淀π舩娠頚植梼紬鰺楫漕圜鯲

1属 維騰鯖 鰈属 鰺蕚鯲 ]』ぅ┺′たろぇﾍ]』ぅ┺】にろ[茹甑

鰒男鰒男鰒男鰒男 2属 孳締聚溢

1鰈属 ñ條舩娠契е梼紬(瀧腋圜) 鰆鰮属 鰺蕚鯲 ﾘ徃騰鯖至┎鴆鴉鵄ﾙ鰈裟肺]』ぅ┺′たろぇ┋謁デ┆

鰆鰮属 徃騰鯖 1鰮属 鰺蕚鯲 駄蜘秧掖裴仰

鰈鰈属蒦 100滞褌契掖ちふ》よ鰺鹽鰒鰓鰒鰆鯲

劭畷鰡ﾘ腴絣┲壙┡┫ﾙﾘ腴絣┲壙┡┫ﾙﾘ腴絣┲壙┡┫ﾙﾘ腴絣┲壙┡┫ﾙ
ﾍﾍﾍﾍÜ┎á┏頚┋ビ┞ピ┞┊♂～┋設┯┫＋ﾑ┋┨┃┆礎ゴ┩┬┆ガ┫バ┈┲吭┪ﾎ嗾〒＋┋┊┃〞滞枳δ┏┉┳┊♂～┋
ﾍﾍﾍﾍ姑ゾ〞ガ┎ズ┲ﾘ磁ﾙ┤腴絣せろてほろて┲腋プ┆契┓ﾎ元兆┎劭畷┲計┡┫ﾏ
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，┊默～ 腴絣れ磁契褪Ｉ默～鰺‐計鯲

鰊男   7属ﾍﾍﾍﾍﾍタ契鯖

ビヒ属ﾍﾍﾍﾍﾍ仰騰鯖れ遣贖鯖 ビ2属鰺頒鯲      ]』ぅ┺′たろぇ頚憎鰺]』ぅ┺′たろぇ付豫け｠╆静Χ鯲

ビ3属鰺築鯲      プ訖ﾘ磁契ﾙ呈休契掖┋謁デ┆ﾎ┛ズ

2プ属 ﾍﾍﾍﾍ、泣Χブ 2ヒ属鰺築鯲      プ訖ﾘ磁契ﾙ腴絣秧暴〒ﾘ╄にへ┹ぅ¨┻よ┋┄ガ┆ﾙ秧墾鰡求翁ﾍ∈ビ┳鰺帝鯲鳫鴕╊ろたまろ‶はよ

26属 ﾍﾍﾍﾍ呈休契掖鰺求覯腰奠Ｙ泣悟贇絃裟葭休付ю〉よ』ろ鯲

27属鰺築鯲      プ訖ﾘ磁契ﾙ]』ぅ┺′たろぇ聚溢れ衰┪聚┪ﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍ

鰄男   ビ属  ﾍﾍﾍ  乖詩渇業加れ渇輌霞宋加英液〒窕  鰆属鰺男鯲      ]』ぅ┺′たろぇ契掖〒鰺宋加遣笘鯲  ﾍﾍﾍﾍﾍﾍ  ﾍﾍﾍﾍﾍ  

  2属ﾍﾍﾍﾍ 乖詩麒∃敍嚠玲π〒窕 ビビ属鰺築鯲      プ訖ﾘ磁契ﾙ契裟譎〒鰺乖付逗玄れ腴絣逗玄れ宋敍頚掖乖┎睾鯲ﾍﾍ バ┎褌2揉贖碪

                                                        ﾍﾍ                                   ﾍ             =

  8属ﾍﾍﾍﾍ∃敍嚠れ徠渇鯖鰺椅至鯲ﾍ ビ8属鰺築鯲      プ訖ﾘ磁契ﾙ∃敍嚠包なれ影戊れ敍紹鋩弖á契秤聒默～┋┄ガ┆   = 

2ヒ属ﾍﾍﾍﾍ嬖63括ﾍ∃敍嚠 26属鰺築鯲      プ訖ﾘ磁契ﾙ影戊れ敍紹鋩弖á契秤聒默～

26属鹽        3ヒ滞褌契掖ちふ》よ鰺鹽プパ3ヒ鯲

鰮男   ビ属鰺築鯲      プ訖ﾘ磁契ﾙ契裟譎〒鰺Й蜘á褌ぃ]ぇ┋┠デ┆ﾎﾘ救ゃかﾙ┋┄ガ┆ﾎ♀鯲

  プ属鹽         Й蜘á褌揆紬鰺鹽6パ9鯲 ビプ属鰺築鯲      プ訖ﾘ磁契ﾙ3裟肺舩寝圜劭礪詑〒

ﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍ                 

22属鰺築鯲      プ訖ﾘ磁契ﾙ腴絣秧暴〒ﾘ侃像叶ツ奠求契┎鐶е┋┄ガ┆ﾙ秧墾鰡匆蜚楸日ケ乖ﾍ邀劫求契

29属鰺築鯲      プ訖ﾘ磁契ﾙ腴絣呱壙れ╁ろこよ╄によえ]┘┎羽з┋┄ガ┆ﾎ♀ﾍﾍﾍﾍﾍ

鰛男   3属鹽ﾍﾍﾍ  鰛男揆紬鰺鹽7パ7鯲

ビプ属鰺粥鯲      腴呱皙聿難睇鰺ダ加鯲

ビ3属鹽          招碪腦褌鰺鹽7パ3ビ鯲 2ヒ属鰺築鯲      ]』ぅ┺′たろぇ鰺8パ2ブ頚憎鯲れ付豫け｠╆茹甑

22属ﾍﾍﾍﾍ  楫漕圜維騰冢玻〒                      丘圭秧掖ﾎ╁ろこよ╄によえ]羽з鰺丘圭※騰áﾎ2呈＃¿鯲

3ヒ属             ы賛英潔鰺鹽8パビﾍ増鰡碇悟契訶求契鯲                                            =

鰥男 23属ﾍﾍ ﾍﾍ 瓸ギ瀬騰鰺鹽8パ3ビ鯲                                             =

2ブ属鰺築鯲      ]』ぅ┺′たろぇ頚憎鰺]』ぅ┺′たろぇ付豫け｠╆静Χ鯲

2ブ属鰺築鯲      ]』ぅ┺′たろぇδ聴〒鰺宋加遣笘鯲

鰤男   8属          ﾍ漕粟嚠鰺呈ハ裴ぬ鯲

  9属ﾍﾍ ﾍ ﾍ漕粟嚠鰺ñ條ツ裴鯲   7属鰺築鯲      プ訖ﾘ磁契ﾙ漕粟嚠┋謁デ┆

ビビ属ﾍﾍ    ﾍ 漕粟嚠£※鰡⑦TA瘡訓求契瘁契〒 ビブ属鰺築鯲      プ訖ﾘ磁契ﾙ契裟譎〒鰺影戊ｃ契造默┋謁デ┆ﾎ♀鯲

ﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍ<奠押遏求鰺┓┯バれヂビ┄╄によえ]れ，┋齢廡契苳鯲2ビ属鰺築鯲ﾍﾍプ訖ﾘ磁契ﾙﾎ鰮訖ﾘ鴆鴉鵄鵑求契π礪詑〒鰺けろ]姿鯖鯲

ﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍ液磁嗾求鰺「于耜╄によえ]れ，┋齢廡契苳鯲 28属鰺築鯲      プ訖ﾘ磁契ﾙ]』ぅ┺′たろぇ徠調聚溢れ衰┪聚┪  ﾍﾍﾍﾍﾍﾍ2or鰒揉贖碪

ビヒ男   2属鹽ﾍﾍﾍ Й蜘蜘竹揆紬 ビ2属鰺築鯲      ﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍ            ﾍﾍ          =

  7属ﾍﾍﾍﾍ Й蜘徃騰鯖                                                                                         ﾍﾍﾍ                       =

ビヒ男 ビ2属ﾍﾍﾍﾍ 至蜘仰騰鯖 ビ2属鰺築鯲      プ訖ﾘ磁契ﾙビヒ男れダ加難睇┋謁デ┆ﾎ♀                                   

ビ9属鰺築鯲      プ訖ﾘ磁契ﾙ腴絣骨稚碌紬ﾎ♀

2ビ属ﾍﾍﾍﾍ 契呈礪詑〒ef鰺á契乖遣笘鯲 ビ9属鰺築鯲      阻硴至ﾍ至腴絣╃┻【よ]鰺團奠求タ睇┋謁デ┆鯲

26属鰺築鯲      プ訖ﾘ磁契ﾙ】にへぃ┺ちふ》よ┋謁デ┆ﾎ♀

28属鰺粥鯲      腴呱難睇鰺ダ加鯲

  7属鰺冥鯲      阻硴至ﾍ腴絣╃┻【よ]鰺叶ツ奠求タ睇┋謁デ┆鯲

ビビ男   9属鰺築鯲      プ訖ﾘ磁契ﾙビヒ男難睇衰┪聚┪鰺磁契鯲

ビ8属ﾍﾍﾍﾍ  契呈礪詑〒gh鰺á契乖遣笘鯲 ビ6属鰺築鯲      プ訖ﾘ磁契ﾙ腴絣秧暴〒ﾘ＜ﾎ腴絣秘計┋謁デ┆ベ┙ゾバ┈ﾙ秧墾鰡虎築兵兄ケ乖ﾍ聘俛求契

ビ8属ﾍﾍﾍﾍ  ビヒヒkm】にへぃ┺ちふ》よ 3ヒ属鰺築鯲      プ訖ﾘ磁契ﾙ影戊ｃ契造默┋謁デ┆ﾎ♀

27属鹽ﾍ  ﾍﾍ至蜘á褌揆紬鰺鹽ビ2パビ鯲 3ヒ属鰺築鯲      しっ｠〉δ聴〒鰺宋加鯲

ビ2男 ビビ属ﾍﾍ    ﾍ 影戊ｃ契造默れ徠渇鯖鰺3,ブ訖ﾏ椅至½呈鯲   7属鰺築鯲      プ訖ﾘ磁契ﾙ影戊ｃ契造默┋謁デ┆ﾎ♀

ビ2属ﾍﾍﾍﾍ  ｃ契造默鰺影戊像贖鹽ビプ属鯲

23属ﾍﾍﾍﾍ  契呈礪詑〒ij市á契乖遣笘鯲 2ビ属鰺築鯲ﾍﾍプ訖ﾘ磁契ﾙﾎ影戊ｃ契造默衰┪聚┪ﾎ♀

ビ8属ﾍﾍ ﾍﾍ招碪腦褌鰺鹽ビ2パ22鯲 ﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍ ヨ圭秧掖

鰆男 ﾍﾍ    ﾍﾍﾍﾍﾍ ﾍ=

ビビ属鰺築鯲      プ訖ﾘ磁契ﾙ╆ふ]ち｠】┋謁デ┆鰺‐計鯲ﾍﾍ

ビ3属鹽          求契タ睇〉よ』ろ睇釁鰺鹽ビパビブ鯲 ビビ属鰺築鯲      プ訖ﾘ磁契ﾙ腴絣秧暴〒ﾘ腴絣啅計┞┇┎属ﾑ┲┉グ膾パベズﾙﾍ秧墾鰡愉竚圓！ケ乖ﾍ奠押遏求契

2ヒ属ﾍﾍﾍﾍ  契呈礪詑〒k鰺á契乖遣笘鯲

27属鰺粥鯲      稗英毅ちろ╆難睇鰺ダ加鯲

2プ属鰺築鯲      プ訖ﾘ磁契ﾙ鰺畜計鯲

鰈男 2属ﾍﾍﾍﾍ ﾍお╃]つちふ》よ求〒鰺椅至ﾎ裔袴ツ噛鯲

 ビ属鰺築鯲       プ訖ﾘ磁契ﾙ鰆裟褌┎衰┪聚┪ﾎ至蜘蜘竹揆紬劭畷盂計

ビプ属ﾍﾍ ﾍﾍ 至蜘蜘竹揆紬鰺鹽23属鯲  8属鰺築鯲       プ訖ﾘ磁契ﾙ鰺畜計鯲

2ヒ属ﾍﾍﾍﾍ  淀π舩娠契е梼紬鰺楫漕圜鯲

2ビ属ﾍﾍﾍﾍ  淀π舩娠頚植梼紬鰺楫漕圜鯲

鰒男  ビ属ﾍﾍﾍﾍﾍ 維騰鯖

ビ2属ﾍﾍﾍﾍ   ñ條舩娠契е梼紬鰺瀧腋圜鯲 ビ6属鰺築鯲ﾍﾍ徃騰鯖至┎③リR鰡駄※┟┎膾パブ像れ霜契蜘]』ぅ┺′たろぇ┋謁デ┆

ビ6属ﾍﾍﾍﾍ  徃騰鯖                     駄圭秧掖

½袖             ビヒヒ滞褌契掖ちふ》よ                         =



平成２９年度　第３学年（普通科６１期・芸文科２３期）進路指導計画

目標 ： 「進路を叶える」　

主な行事 進路・志学関係行事（予定）

４月   7日　　　　　入学式

10日　　　　　始業式・対面式 12日（水）      スタディサポート実施（スタディサポート活用ブック提出）

18日（火）　　看護・医療・薬学説明会

25日 　　　　丸太出し 22日（土）　　進研記述模試（大学・短大進学希望者全員受験）

26日 　　　　校外学習（神戸市内散策・ランチクルーズ）

５月   1日  　　　  生徒団委員・団顧問教員合同会議   １日（月）      スタディサポート学習会（教員対象）  　　　　　　  　　　　　  

  2日　　　　 生徒･体育祭班別会議

11日（木）　　志・奨学金説明会

  8日　　　　体育祭・結団式（午後）　

20日　　　　第63回　体育祭

26日～        30時間学習マラソン（～5/30） 25日（木）　　志・小論文書き方講習会

６月   1日（木）　　志・専門学校ガイダンス

  5日～         前期中間考査（～6/9） 10日（土）　　進研マーク模試（全員受験）

16日（金）　　同志社大学入試説明会

19日（月）　　立命館大学入試説明会

22日（木）　　関西学院大学入試説明会

23日（金）　　大阪市立大学入試説明会

26日（月）　　龍谷大学入試説明会

29日（木）　　進路講演会・近畿大学入試説明会

７月   3日～　　　  ７月考査（～7/7）

13日～          懇談週間（～7/31） 15日（土）　　進研記述模試（大学・短大進学希望者全員受験）

22日　　　　  芸文科卒業発表会

30日             勉強合宿（～8/1　於：桃山学院大学）

８月 21日　　 　　 ３年生授業開始

23日　　 　　 補充授業（～8/31） 22日（火）　　指定校推薦説明会

23日（水）　　指定校推薦開示

31日（木）　　センター試験説明会

９月   8日          　文化祭（校内開催）   6日（水）　　指定校推薦一次発表・二次募集開始

  9日　　 　 　文化祭（一般公開）   7日（木）　　指定校推薦決定者説明会

11日　　    　 文化祭代休：PTA親子大学見学会 14日（木）　　面接・小論文対策

　　　　　　　　　→立命館大（びわこ・くさつキャンパス・主に理系学部）16日（土）　　ベネッセ・駿台マーク模試（大学・短大希望者全員受験）

　　　　　　　　　　同志社大（京田辺キャンパス・主に理系学部）

10月   2日～　　　 前期期末考査

  7日　　　　 前期終業式

10月 12日　　　　 後期始業式 14日（土）　　ベネッセ・駿台記述模試（大学・短大希望者全員受験）

21日　　　　 学校説明会①②（中学生対象） 10月上旬　　　センター出願

10月末から11月上旬頃　　奨学金決定通知配布

  4日（土）　　ベネッセ・駿台マーク模試（大学・短大希望者全員受験）

11月

18日　　　　  学校説明会③④（中学生対象）

18日　　　　  100kmチャリティマラソン

27日～　  　　後期中間考査（～12/1）

12月

23日　　　　  学校説明会⑤⑥(中学生対象） 25日（月）～　センター形式演習（～12/26）

18日　　 　　懇談週間（～12/22）

１月

11日（木）　　センター試験直前説明会

13日～          大学入試センター試験（～1/14） 13日（土）～   大学入試センター試験（～1/14）

20日　　　　  学校説明会⑦（中学生対象） 15日（月）　　センター試験自己採点報告会

２月

20日　　　　  特別選抜学力検査（芸文科）

21日　　　　  特別選抜実技検査（芸文科）

３月  1日　　　　　 卒業式

自分が真剣に考え、目標とした大学に合格するためにそこへ続く路をのばす。すぐに結果が出なくでも、努力し続け、絶対に最後まで諦めない。けっして
安易な妥協はしない。ただし、合格という花を咲かすことが最終目標ではなく、社会に出てその先の人生で豊かな実を結ぶことが大切であることを生徒も
教員も理解し、夢の実現に向けて生徒は努力し、教員は渾身のアシストをする。


