
2019年4月の月間予定

1 （月） 中等部・高等部 入学式

2 （火） SIS/OIS 春学期授業開始

WJAA 高等部バドミントン (CA)

6 (土) 高等部 男子フットサル (SOIS)／高等部 女子ソフトボール (CA)

8 （月） IBDPアート展示初日

SIS/OIS 中等部・高等部 ジョイント・アセンブリー

10 （水） SIS/OIS 高等部生徒会主催クラブ紹介 16:00 (カフェテリア)

AISA
*1

 男子サッカー （横浜）／女子サッカー （韓国 KIS）

Dixon Classic 高等部 ソフトボール （名古屋）

12 (金) 新・編入生保護者の皆様のための『ペアレンツ・イブニング』＊2 18:00～20：00 (シアター)

13 (土) ACTテスト (本校)

18 (木) 9年生 文部科学省実施の平成31年度全国学力・学習状況調査

G11/G12 内科検診 (午後)

Mt. Tabor中学校生徒、教員来訪　*3

20 (土) 10年生 オリエンテーション (関西学院千刈キャンプ場)

SOISアース・ウィーク　*4

23 (火) 春季 リサイタル *5 16:00　（シアター）

25 (木) ミニオープンキャンパス *6 14:00-16:30

29 (月) 昭和の日－休校

30 (火) 国民の休日－休校

1 (水) 天皇の即位の日－休校

2 (木) 国民の休日－休校

3 (金) 憲法記念日－休校

6 (月) 国民の休日－通常授業日 （授業参観日） *7

7 (火) 10年生 比較文化 校外学習 *8 5-7限 （国立民族学博物館）

*1:

*2:

*3:

*4:

*5:

*6:

*7:

*8:

スポーツ最新スケジュールは、Sabersのウェブサイトをご覧ください。 http://sabers.senri.ed.jp/

本校への入学を希望される方を対象とした学校の説明会です。ミニ・オープンキャンパスでは通常の授業やクラブ活動の
様子をご覧いただきます。事前予約が必要です。

音楽の個人発表会です。授業の成果発表である「コンサート」とは異なります。

対象となる保護者の皆様には別に詳細についてのお知らせを差し上げております。新しく SISに入られた生徒の保護者の
方々に、SISをより深く理解していただくための集いです。

全日ご自由にお子様の授業をご参観下さい。当日校長と個別にお話しいただける機会や進路説明会なども設定されます。
詳細については追ってお手紙やSOISメールなどでお知らせ致します。

詳細は授業でプリント配布の上、説明があります。

本校が加盟するAISA (Association of International Schools in Asia) による海外及び国内のｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙ生徒のため
のスポーツ交流イベントです。男子サッカーは、Yokohama International School （横浜）、女子サッカーは、Korea
International School (韓国)で同時に開催されます。

4月22日「Earth Day 地球の日」の週を本校では「SOIS アース・ウィーク」とし、様々なアクティビティを通して地球環境につ
いて考えます。

5 (金）～6 （土）

11　(木）～14 （日）

12 (金）～13 （土）

22 (月）～26 （金）

18 (木）～22 （月）

米国オレゴン州 Mt. Tabor中学校生徒、教員約50名が来校し、ホームステイをして19日には終日授業体験をします。

    5月の予定
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2019年5月の月間予定
天皇の即位の日・国民の休日・憲法記念日－休校
IB 試験

4 （土） みどりの日
SAT・SAT Subject テスト (本校）

5 (日) こどもの日
6 (月) 振替休日－通常授業日（授業参観日）

 *1

関西学院大学説明会 11:00 （346/347教室）
10年生 保護者対象 進路説明会 16:00 (シアター）

7 (火) 10年生 比較文化 校外学習
 *2

 5-7限 （国立民族学博物館）
8 (水) 尿検査 (全学年対象 生徒は8時30分までに保健室へ提出)
9 （木） SIS保護者会 総会 10:50 （シアター）

G9/G10 内科検診 (午後)
WJAA 中等部 ソフトボール （CA）／男子バレーボール （本校）

13 (月) 10年生 知の探究・進路合同講演会 *3 6-7限 （カフェテリア）
SOIS レインボーウィーク *4

教育実習生 （保健体育科）受入れ
16 （木） G7/G8 内科検診 (午後)

シェイクスピア 「真夏の夜の夢｣ SOIS公演 18:00 （シアター）*5

18 （土） 学校説明会 *6

WJAA 高等部 野球 （名古屋）／ソフトボール （マリスト）

中等部 生徒会主催 『不思議ウィーク』 *7

12年生 秋学期履修登録期間 *8

22 (水) 尿検査 (前回提出できなかった生徒は8時30分までに保健室へ提出)
三木楽器主催 楽器フェア 16:00-18:00 （音楽室）

11年生 秋学期履修登録期間 *8

24 （金） 学園祭準備のため6・7時限目休講 (13:40 授業終了）
25 （土） 学園祭 テーマ『SOIS Land』 10：00-14：30 (生徒は8：30登校)／後夜祭 (15:30-17:30)　
26 (日) 理科実験野外教室2019 *9 10:00-16:00 (万博記念公園　自然文化園) 雨天順延6/2

10年生 秋学期履修選択登録期間 *8

29 (水) 保育実習 (保育履修者のみ) *10

留学オリエンテーション（8-10年 生徒・保護者対象） 16:00 （3階会議室）

12年生 秋学期履修登録変更期間 *11

11年生 秋学期履修登録変更期間 *11

30 （木） 10年生 生徒・保護者対象 海外大学進学説明会 16:00 （3階会議室）　
海外大学進学希望者対象 Bridge U 登録説明会 16:30 （3階会議室）　

31 （金） 高等部 スポーツ表彰式 *12 16:00 (シアター) バンケット 17:30 (カフェテリア)
10年生 秋学期履修登録変更期間 *11

*1：
*2：
*3：

*4：
*5：
*6：
*7：
*8：

*9：

*10：
*11：
*12：

保育履修生徒は、保育実習のため1～5限の授業を抜けることになります。

毎年学園祭前の１週間に行われる、普段とちょっとちがった服装などをしてみようという企画です。

授業選択を各自のデバイスを使って校内で本人が入力します。事前にその資料がメール配信されていますので、生徒は入力前
に選択する授業をよく考えて決めておくことが重要です。
SISから化石の発掘実験を出店します。生徒が実験アシスタントとして参加予定。日英両方に対応。参加者は当日直接会場にお
越しください。http://www.pesj-bkk.jp/OSF/yagai/（日本語） http://www.pesj-bkk.jp/OSF/yagai/index_e.htm（英語）

10 (金）～11 （土）

 13 (月）～17 （金）

 13 (月）～31 （金）

17 (金）～18 （土）

20 (月）～24 （金）

履修変更期間は全学年共通で5日間設定していましたが、2019年度から各学年ごとに2日間ずつ設定することになりました。
9月からｽﾀｰﾄした2018-19年度のｽﾎﾟｰﾂｼｰｽﾞﾝの締め括りに、今年度各ｸﾗﾌﾞに参加し活躍した生徒をたたえる集いです。

1 (水)～3 (金)

全日ご自由にお子様の授業をご参観下さい。当日校長と個別にお話しいただける機会や進路説明会なども設定されています。
詳細は授業でプリント配布の上、説明があります。

関学ﾚｲﾝﾎﾞｰｳｨｰｸに触発され、性的少数者をはじめ多様性を認める環境作りへの認識を深めてもらう本校での取り組みです。

関西学院大学学長直属SGU招聘客員教授で、大学院　国連・外交コースを担当されている久木田 純先生から高校生活を含め、
「人生100年時代の人生設計」についてご講演いただきます。

イギリスの劇団インターナショナル・シアター・カンパニー・ロンドンによる公演です。
本校への入学を希望される方を対象とした今年度最初の学校説明会です。

21 (火）～22 （水）

23 (木）～24 （金）

27 (月）～28 （火）

29 (水）～30 （木）

31 (金）・6/3 （月）

6/4 (火）～6/5 （水）

3 (金)～23 (木)
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11年生 秋学期履修登録変更期間 
*1

1 （土） SATⅠ・Ⅱテスト　本校にて

SIS/OIS 高等部生徒会主催 プロム *2 17:00 (KKRホテル大阪)

3 （月） SIS/OIS 中等部生徒会選挙

１１年生キャリア講演会とワークショップ (LHR) 関西学院大学商学部教授 阪 智香先生

10年生 秋学期履修登録変更期間 
*1

4 （火）

6 (木) 歯科検診 （全学年対象）

7 （金） OIS 高等部卒業式 19:00 （シアター)

10 （月） 11年生 文楽鑑賞会 国立文楽劇場（日本橋）にて（授業3限まで、12:30 学校出発／16:40 現地解散予定）

7年生 音楽履修説明 （LHR）

12 （水） 中等部・高等部 春季コンサート *3 [バンド] 16:00 （シアター）

13 （木） 中等部・高等部 春季コンサート *3 [ストリングス/コーラス] 16:00 （シアター）

15 （土） 帰国生入試 （合否発表：6/17）

図書館 夏休みの長期貸出

18 （火） 健康診断 （全学年対象：午後）

19 （水） SIS 9年生・OIS 8年生合同 理科校外学習 （灘浜サイエンススクエア）

関西高校模擬国連 [MUN: Model United Nations] *4 （京都国際会館）

ワールド・スカラーズ・カップ 世界大会 （北京）

28 （金） 春学期終了－アセンブリー、HRのみ （午後休校／図書館 12:00 閉館）

SGH ポスターセッション (保護者見学可）

SIS サマーキャンプ期間 （キャンプによって日程は異なる）*5

SGH フィールドスタディ期間 （フィールドスタディによって日程は異なる）*5

*1：

*2：

*3：

*4：

*5：

2019年6月の月間予定

5/31 (金）・6/3 （月）

21（金）～26（水）

17（月）～28（金）

SISｻﾏｰｷｬﾝﾌﾟとSGHﾌｨｰﾙﾄﾞｽﾀﾃﾞｨの詳細は6月最終週に発行予定の「SENRI Update 2019年7-8月の月間予定」に掲載致します。

英語の『Model United Nations i』を履修している生徒が参加します。議題は『持続可能な発展による貧困削減』です。保護者の方
のご見学（20日、21日）も歓迎です。詳細につきましてはWEBをご参照下さい。 http://www.khsmun.com/2016/khsmun.php

19（水）～21（金）

29（土）～7/5（金）

本校の「コンサート」は、音楽の授業の成果を発表する場となっております。ご来場をお待ちしております。

卒業式（OIS）を目前にした高校生のためのﾀﾞﾝｽﾊﾟｰﾃｨです。

7/2（火）～8月下旬

高等部 春季コンサート *3 18:30 （箕面市メイプルホール）

4 (火）～5 （水）

履修変更期間は全学年共通で5日間設定していましたが、2019年度から各学年ごとに2日間ずつ設定することになりました。
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