
2018年4月の月間予定
2 （月） 新・編入生オリエンテーション日

3 （火） 全学年生徒登校日、健康診断

新10年生ウェルカムパーティー

4 （水） 中等部・高等部 入学式

5 （木） SIS/OIS 春学期開始

WJAA 高等部バドミントン (CA)

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

『村田俊一ゼミ×千里国際合同ゼミ』
＊1 

10：00～14：00

9 （月） IBDPアート展示初日

SIS/OIS ジョイント・アセンブリー

11 （水） SIS/OIS 高等部生徒会主催クラブ紹介

AISA
*2

 男子サッカー （韓国 SIS）／女子サッカー （横浜）／水泳 （韓国 KIS）

Dixon Classic 高等部 ソフトボール （名古屋）

13 (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』
＊3 

18:00～20：00 (シアター)

14 (土) ACTテスト (本校)

SOISアース・ウィーク

17 （火） 9年生 文部科学省実施 平成30年度全国学力・学習状況調査 (国語・数学・理科)

21 (土) 10年生 オリエンテーション (千刈キャンプ場・上ヶ原キャンパス)

24 (火) 春季 リサイタル
*4

 16:00 （シアター）

26 (木) 歯科検診

27 (金) 授業参観日 終日*5

10年生保護者対象 進路説明会 16:00 (3F会議室）

*1:

*2:

*3:

*4:

*5:

関西学院大学総合政策学部村田俊一先生のゼミの大学生と一緒に途上国の開発問題についてゼミナール形式の学習会
を行います。

6(金）～7（土）

12(木）～15（日）

13(金）～14（土）

16(月）～20（金）

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/

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も設けております。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。

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。

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
のｽﾎﾟｰﾂ交流ｲﾍﾞﾝﾄです。男子ｻｯｶｰはSeoul International School （韓国）、女子ｻｯｶｰはYokohama International School
（横浜）、水泳はKorea International School (韓国)で同時に開催されます。

TEL 072-727-5050 関西学院 千里国際中等部・高等部 / 大阪府箕面市小野原西4丁目4番16号 TEL 072-727-5050 / www.senri.ed.jp関西学院 千里国際中等部・高等部 / 大阪府箕面市小野原西4丁目4番16号 TEL 072-727-5050 / www.senri.ed.jp



2018年5月の月間予定
IB 試験

3 （木） 憲法記念日－休校

4 （金） みどりの日－休校

5 （土） こどもの日

SAT・SAT Subject テスト (本校）

教育実習生 （理科）受入れ

9 (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)

三木楽器主催 楽器フェア 15:30-18:00 （シアター）

10 （木） 内科検診
*1

10年生 比較文化 校外学習
*2

 5-7限 （国立民族学博物館）

SIS保護者会 総会 （シアター）

11 （金） SIS/OIS 中等部 交流会

WJAA 中等部 ソフトボール （CA）／バレーボール （本校）

17 （木） 内科検診
*1

WJAA 高等部 野球 （名古屋）／ソフトボール （マリスト）

20 (日) SIS 11・12年生 『平和学入門α』授業選択生徒 校外学習
*2

 14：00～18：00

日本平和学会関西地区研究会 参加見学

中等部 生徒会主催 『不思議ウィーク』
*3

12年生 秋学期履修登録期間
*4

23 (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)

11年生 秋学期履修登録期間
*4

25 （金） 授業は13:40まで、6・7時限目は学園祭準備

26 （土） 学園祭 テーマ『時代 (DECADES) 』 10：00～14：30 (生徒は8：30登校、15：30下校)　

27 (日) サイエンスフェスタ (万博記念公園　自然文化園)
*5

 雨天順延6/3

10年生 秋学期履修選択登録期間
*4

30 (水) 留学オリエンテーション（8-10年 生徒・保護者対象）（3階会議室）15:45～16:30 

31 （木） 内科検診
*1

履修登録変更期間

 6/1 （金） 高等部 春季コンサート 17:30 (上ヶ原キャンパス 中央講堂）
*6

*1： 検診日は10, 17, 31日のうち、いずれか1日となります。どの日になるかは別途お知らせします。

*2：

*3：

*4：

*5：

*6：

4/30(月)～5/17(木)

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。

31 (木)～6/6 (水)

22 (火）～23 （水）

音楽の授業成果を発表する本校の「ｺﾝｻｰﾄ」ですが、今回初の試みとしてKG上ヶ原キャンパスで行います。
詳細は後日お伝えいたします。ご来場をお待ちしております。

24 (木）～25 （金）

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。

28 (月）～29 （火）

詳細は授業でプリント配布の上、説明があります。

野外で行う実験教室で本校の生徒がスタッフとして参加します。テーマは国際性・国際親善で日英両方に対
応します。参加者は当日直接会場にお越しください。
https://docs.google.com/file/d/1uZs_1V_oabIs_LDvmgRA6KmeeQvOt82o/edit?usp=docslist_api&filetype=msword

11 (金）～12 （土）

18 (金）～19 （土）

21 (月）～25 （金）

 7 (月）～26 （土）
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2018年6月の月間予定

履修登録変更期間

1 （金）

2 （土） SATⅠ・Ⅱテスト　本校にて

学校説明会 
*2

SIS/OIS 高等部生徒会主催 プロム *3 17:00 KKRホテル大阪にて

4 （月） 11年生キャリア講演会 「社会とつながる」 関西学院大学法人部 森 隆史氏 （LHR）

SIS/OIS 中等部生徒会選挙

5 （火） 高等部 スポーツ表彰式 *4 16:00 シアターにて、バンケット 17:30 カフェテリアにて

6 （水） 保育履修生徒 保育体験学習 8:45-13:30 小野原学園・つばさ学園にて

8 （金） OIS 高等部卒業式 19:00 シアターにて

11 （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）

SIS/OIS アート展示初日

7年生 音楽履修説明 （LHR）

13 （水） 中等部・高等部 春季コンサート （バンド） 
*1

 16:00 シアターにて

14 （木） 中等部・高等部 春季コンサート （ストリングス/コーラス） *1 16:00 シアターにて

16 （土） 帰国生入試 （合否発表：6/18）

関西高校模擬国連 (MUN: Model United Nations）*5 京都国際会館にて

ワールド・スカラーズ・カップ 世界大会 クアラルンプールにて

18 （月） 高等部生徒会主催 大掃除

図書館 夏休みの長期貸出

28 （木） 図書館 16:30 閉館

29 （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）*6

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）*6

*1：

*2：

*3：

*4：

*5：

*6：

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。

5/31（木）～6/6（水）

18（月）～23（土）

18（月）～29（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 2018年7-8月の月間予定」に掲載致しま
す。

ｶﾚﾝﾀﾞｰから日程が変更になっています。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『気候変
動による子どもたちへの影響』です。保護者の方のご見学（19日、20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

18（月）～20（水）

9月からｽﾀｰﾄした2017-18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。

30（土）～7/6（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。高等部のｺﾝｻｰﾄは今年初めて関西学院大学の中央
講堂に場所を変えて開催することになりました。SISとOISに加えてKG高等部ｸﾞﾘｰｸﾗﾌﾞのご参加を得て盛大に開催します。
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。

7/3（火）～7/13（金）

高等部　春季コンサート "Kwansei Gakuin Schools in Harmony"
 *1

17:30 関西学院上ケ原キャンパス 中央講堂にて
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 2018年6月後半～8月の月間予定

6/29 （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 ポスター発表会 10:00-11:00 （玄関）

SIS サマーキャンプ期間 （キャンプによって日程は異なる）*1

SGH FS (フィールドスタディ)  「気候変動問題をグローバルに解決する」（首都圏）　

SGH FS 「世界につながる神話の世界・熊野信仰・移民のまち太地」（和歌山県/三重県）

9 （月） 7年生 水族館ツアー （事前申し込みの希望者のみ）

SGH FS 「科学研究」　関西学院大学 神戸三田キャンパス 理工学部

図書館 夏休みの特別開館 *2 9:00-16:00

SGH FS 「言語と文化」 SIS・関西学院大学 大阪梅田キャンパス 

ドイツ文化交流の旅 *3 （ドイツ・ミュンヘン）

関西学院関連高校生 オールスターキャンプ *4 千刈キャンプにて

17 （金） 帰国生特別入試 （合否発表：8/17）

SGH FS 「SDGs1」（首都圏）

図書館 新学期準備のため開館

編入生オリエンテーション

28 （火） 秋学期開始 （図書館は通常開館）

*1：

*2：

*3：

*4：

事前の「利用申請書」の提出は不要です。詳細は図書館まで。

関西学院千里国際高等部、関西学院高等部、啓明学院高等学校、帝塚山学院高等部の生徒（各校20名）が参加する
夏の交流プログラム。

4（水）～6（金）

13（金）～29（日）

8/15（水）～17（金）

21(火）～23（木）

22(水）～27（月）

24（金）・27（月）

裏面の2018年度夏のキャンプ・プログラム等一覧をご覧ください。

OIS・SIS13名の高校生がドイツの姉妹校Gymnasium Grafingを訪問します。

9（月）～13（金）

9（月）～20（金）

11（水）～13（金）

30（土）～7/6（金）

7/3（火）～5（木）

関西学院 千里国際中等部・高等部 / 大阪府箕面市小野原西4丁目4番16号 TEL 072-727-5050 / www.senri.ed.jp
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2018年9月の月間予定

8/ 28 （火） 秋学期開始

9/   3 （月） SIS/OIS 中等部・高等部 ジョイント・アセンブリー

7 （金） 編入生保護者の皆様のための 『ペアレンツ・イブニング』 *1 18:00-20:00　（3F会議室）

高等部 Sabers 女子バレーボール （本校）

8 （土） 高等部 Falcons 男子バレーボール （CA）

ACTテスト （本校）

13 （木） ミニオープンキャンパス *2 14:00-16:30

WJAA 高等部 男子バレーボール （マリスト）/女子バレーボール （福岡）

17 （月） 敬老の日－休校

21 （金） 保護者会 定例会 10:40

SIS/OIS 中等部 交流会

高等部 男子バレーボール （本校）

23 （日） 秋分の日

24 （月） 振替休日－休校

25 （火） 月曜日の授業を実施

12年生 冬学期の科目選択登録期間 *3 (9/27 15:45～9/28 16:30)

28 （金） 関西学院創立記念日 

WJAA JV 女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ （本校）

29 （土） 学校説明会 *2 10:00-12:00

WJAA JV 男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ （CA）

11年生 冬学期の科目選択登録期間 *3 (10/1 15:45～10/2 16:30)

10年生 冬学期の科目選択登録期間 *3 (10/3 15:45～10/4 16:30)

*1:

*2:

*3:

http://sabers.senri.ed.jp/

7 (金）～8 （土）

*スポーツ活動の詳細スケジュールについてはSabersのウェブサイトをご覧下さい。

14 (金）～15 （土）

3 (水）～4 （木）

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。

28 (金）～29 （土）

10/1 (月）～2 （火）

27 (木）～28 （金）

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。

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、学校説明会では本校の様々な教育活動についてご説明いたします。

*カフェテリアランチメニューはWebからご覧ください。

21 (金）～22 （土）
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2018年10月の月間予定

11年生 冬学期の科目選択登録期間 *1 (1日15:45から登録可能、2日16:30まで）

不思議ウィーク 
*2

10年生 冬学期の科目選択登録期間 *1 (3日15:45から登録可能、4日16:30まで）

6 （土） SAT & SAT Subject テスト （本校）

8 （月） 「体育の日」－SIS/OIS運動会 *3 (OIS幼・小学部 8:45～11:00/中・高等部 10:45～16:30）

9 （火） 運動会予備日 （10/8に運動会が行われた場合には月曜日の授業を実施）

10 （水） PSATテスト （本校）

10年生 大学１日体験プログラム （KG神戸三田キャンパス）

履修登録変更期間

AISA 
*4

 男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ （釜山）／女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ（韓国ｿｳﾙ）／ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ （本校）

12 （金） 7-10年生 生徒・保護者対象 留学オリエンテーション *5 15:45 （3階会議室）

WJAA 中等部 野球 （CA）/女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ （マリスト）

15 （月） 11年生 進路オリエンテーション （LHR）

16 （火） KOOL SOUNDS/クール・サウンズ＠北千里 *6 16:00～17:30

イヤーブック個人写真撮影日 （17日は10:30～16:00、18日は9:00～16:00、ｸﾞﾘｰﾝﾙｰﾑ）

18 （木） 11年生保護者対象 海外大学進学説明会 15:45 （3階会議室）

19 （金） SOIS 教員研修日（午後休校）

20 （土） 11年生 関西学院大学 学部選択説明会 *7 （KG西宮上ケ原・神戸三田キャンパス）

22 （月） 11年生 SGHリサーチについての講演会 （LHR) KG高等教育推進センター 時任隼平先生

23 （火） 授業参観日 （全日ご自由にお子様の授業をご参観下さい。詳細は追ってお知らせします。）

保護者対象 進路説明会 16:00 （3階会議室）

24 （水） 11年生 SGHフィールドスタディ 「SDGs2」 （セーブ・ザ・チルドレン大阪事務所他）

25 （木） 秋季リサイタル *8 16:00 （シアター）

26 （金） 保護者会　定例会　10:40

9年生 宿泊行事 （行先：三重方面、宿泊地：鳥羽）

28 （日） 「平和学入門β」校外学習（日本平和学会 参加見学＠龍谷大学）※詳細は授業で案内します。

29 （月） 8年生 校外学習 （神戸市　しあわせの村）

10年生 キャリア講習会 (LHR) ※カレンダーから日程が変更になっています。

11年生 SGHフィールドスタディ 「ディザスターマネジメント」 （本校）

*1：

*2：

*3：

*4：

*5：

 *6：

 *7：

 *8：

18.09.28:ik

1（月）～2（火）

1（月）～5（金）

3（水）～4（木）

10（水）～16（火）

12（金）～13（土）

北千里駅のdiosにて本校選りすぐりの音楽パフォーマンスをコミュニティの方々に楽しんでいただくイベントです。

26（金）～27（土）

高校2年生を対象として開講される大学各学部の模擬授業に参加します。既に海外進学を決めている生徒を除く
11年生全員で参加します。

リサイタルは音楽の個人発表、コンサートは音楽の授業の発表となります。

11（木）～14（日）

17（水）～18（木）

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。

学園祭に引き続き、運動会前の１週間に行う 『不思議ウィーク』 は、中等部生徒会の企画で普段とちょっとち
がった服装などをしてみようというイベントです。

当日雨天の場合は月曜日の授業を行い、運動会は10月9日（火）に順延となります。

詳細につきましては『ハンドブック』p.25をご参照下さい。

AISA (Association of International Schools in Asia) によるスポーツイベントです。

関西学院 千里国際中等部・高等部 / 大阪府箕面市小野原西4丁目4番16号 TEL 072-727-5050 / www.senri.ed.jp
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2018年11月の月間予定

1 （木） 社会科研究部主催 映画上映会『コスタリカの奇跡』 16:15～17:30 （3階会議室）

SOIS本のしおりコンテスト作品募集期間 （詳細については図書館にお問い合わせ下さい。）

中等部 女子サッカー （本校）

3 （土） 「文化の日」

SAT Subject テスト (本校）

6 （火） 11年生 SGHフィールドスタディ 「SDGs2」 （日本赤十字大阪支部よりゲストスピーカー来校）

10 （土） SIS 受験生対象入試説明会 10:00～12:00

16 （金） 保護者会 定例会 10:40 (3F会議室）

17 （土） 関西学院大学総合政策学部　リサーチ・フェア2018 （KG神戸三田キャンパス）

インターナショナル・フェア *1 10:00～15:00

2言語/3言語スピーチコンテスト 10:30～16:00 （3階会議室）

21 （水） SIS プレゼンテーション大会 *2

SIS/OIS 秋学期終了－ 図書館11:30に閉館

SIS/OIS 休校 *3－ 図書館休館

22 （木） 南港入国管理局見学 *4

23 （金） 勤労感謝の日

24 （土） SCI-TECH RESEARCH FORUM 2018 （KG神戸三田キャンパス 理工学部）

25 （日） 海外生入試 （ロンドン・ロサンゼルス・ニュージャージー・シンガポール・本校）

帰国生特別入試 （本校）

KGビジネスプランコンテスト2018　最終審査 (公開プレゼンテーション） 10:00～16:15

  (KG西宮上ケ原キャンパス 社会学部１０１教室)

ポーランド ウッジ第二高校より生徒12名と引率教員3名来校 （ホームステイ受入れ） 

28 （水） SIS/OIS 冬学期開始

 *1：

 *2：

 *3：

 *4：

22（木）～27（火）

1（木）～12/3（月）

対象者は、秋学期に英語科の授業 『Interpretation』 を履修した生徒、難民問題等に興味がある生徒です。

保護者もご覧いただけます。詳細はメールでの案内があります。

27(火）～12/5（水）

SIS/OISインターナショナル・フェア委員の方々を中心に、たくさんの保護者の皆様のお力で、今年もすばらしい
フェアが用意されております。皆様おそろいでおでかけ下さい。

秋学期と冬学期との間に学期間休暇を設けています。11月28日（水）より始まる冬学期にむけてしっかりと準備
をし、心も新たに新学期を迎えて下さい。

2（金）～3（土）

関西学院 千里国際中等部・高等部 / 大阪府箕面市小野原西4丁目4番16号 TEL 072-727-5050 / www.senri.ed.jp
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2018年12月の月間予定
1 （土） SAT・SAT Subject テスト （本校）

3 （月） 関西学院 クリスマスツリー点灯日

4 （火） 高等部 ホリデイ・コンサート
 *1

 18:30　（箕面市メイプルホール）

図書館 冬休みの長期貸出期間 （返却日：1月11日）

WJAA 中等部 男子バスケットボール （マリスト）／女子サッカー （CA）

男子バスケットボール （本校）／女子バスケットボール （CA）

8 （土） ACT テスト

10 （月） 『JAXAエアロスペーススクール2018』報告会 11:25～12:15 （3F会議室）

SIS/OIS 高等部生徒会主催の大掃除

高等部生徒会 Winter Week

Mon クリスマスツリー・デコレーション 願い事を玄関のツリーに飾ろう！

Tue クリスマス・ドレスアップ クリスマスカラーを身に着けたりキャラクターになろう！

Wed サンタ・ゲーム 生徒会メンバーから本物のサンタを探せ！

Thu クリスマス・ランチ カフェテリアで七面鳥を食べよう！

Fri ウインターボール 16:30 （カフェテリア） クリスマスパーティ！

14 （金） 保護者会 定例会 10:40 (3F会議室）

17 （月） 12年生全員登校日 *2 (LHR)

18 （火） 年内授業最終日 （通常通り15:30まで授業／図書館16:30閉館）

19 （水） 冬季休暇開始－新年は1月8日（火）より授業再開

SGH リカタビ - [SGH追加活動] *3

21 （金） 関西学院クリスマス at ザ・シンフォニーホール *4

2019年

7 （月 ） 冬季休暇終了／帰国生入試

8 （火） SIS/OIS 授業再開

 *1：

 *2：

 *3：

 *4：

7（金）～8（土）

冬学期の12年生は、必要条件を満たしている場合、履修授業のある日にのみ登校したり公欠扱いとなっている場合が
あります。今年度から登校者は朝のSHRに出欠をとります。また、4日間の「登校日」がありこれらの日は全員が登校す
ることになっています。今後の登校日：1月21日（月）、2月18日（月）、3月1日（金）

5（水）～18（火）

開場/17:30 開始/18:30 参加費/2,000円 当日座席指定（16:30より座席券と交換） 会場/ｻﾞ･ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ
ﾁｹｯﾄ販売：関西学院大学生協/TEL:0798-53-5150、ﾁｹｯﾄぴあ/Pｺｰﾄﾞ 130-125、ｻﾞ･ｼﾝﾌｫﾆｰ ﾁｹｯﾄｾﾝﾀｰ（ｻﾞ･ｼﾝﾌｫﾆｰ
ﾎｰﾙ内）　お問い合わせ：0798-54-6018 関西学院宗教ｾﾝﾀｰ 　・6歳未満のお子様のご入場はご遠慮下さい。

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。特に12年生にとっては最後のコンサートとな
りますので、どうぞご来場下さい。

17名の10年生と11年生が名古屋大学宇宙地球環境研究所を訪問します。

10 （月）～
14 （金）
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2019年1月の月間予定
7 （月） 帰国生入試 （合否発表：1/8）

8 （火） 授業再開

11 （金） 保護者会 定例会 10:40 （3F会議室）

JV 男子バスケットボール （横浜）/ 女子バスケットボール （CA）

高校模擬国連 MUN: Model United Nations
 *1

 （3F会議室）

14 （月） 成人の日－休校

15 （火） 月曜日の授業を実施

9年生 英語プレイスメントテスト - Writing （LHR前半）/ 9年生 履修登録説明会 (LHR後半)

WJAA 高等部 男子バスケットボール （CA）/ 女子バスケットボール （本校）

大学入試センター試験

20 （日） 中等部 一般生・国際生入試 （合否発表：1/21）

21 （月） 大学入試センター試験 「データネット」 10:30-14:30 （3F進路情報室）

9年生 英語プレイスメントテスト - Computer (LHR)

10年生 キャリア講演会 （LHR） *2 関西学院大学 理工学部 情報科学科 巳波弘佳教授 
（シアター）

12年生全員登校日 *3 14:40

22 （火） 関西学院大学 留学説明会 *4 16:00 （3F会議室）

24 （木） 10年生 生徒・保護者対象 海外大学進学説明会 16:00 （3F会議室）

AISA *5 男子バスケットボール （横浜）/ 女子バスケットボール （韓国KIS）/

            数学・生徒リーダーシップ （韓国SIS）

25 （金） 第四回 SGH報告会
 *6

 10:00-14:35

28 （月） 9年生 履修登録説明 (LHR)

29 （火） IB リサイタル 16:00

11年生 春学期履修登録 *7 (29日15:45から登録可能、30日の16:30まで）

30 （水） 生徒・保護者対象 夏のプログラム説明会 16:00 （3階会議室）

10年生 春学期履修登録 *7 (31日15:45から登録可能、2/1の16:30まで）

 *1：

 *2：

 *3：

 *4：

 *5：

 *6：

 *7：

11（金）～12（土）

18（金）～19（土）

29（火）～30（水）

24（木）～27（日）

年に一度開催する一般公開のSISのSGH活動についての報告会です。教員によるSGH活動報告、SGH活動の集大成として12
年生の有志による課題研究の口頭発表・ポスター発表の後に、授業公開も行われます。運営指導委員会も同時開催。

19（土）～20（日）

British School in TokyoとMarist Brothers Int'l Schoolから生徒の参加を得て初めて本校主催で行う模擬国連です。

スクールカレンダーからは日程が変更になっています。

31（木）～2/1（金）

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ｲﾍﾞﾝﾄです。男子
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙは横浜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙ、女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙはKorea International School、そして数学・生徒ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ会議は
Seoul International Schoolで同時に開催されます。

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。

冬学期の12年生は、必要条件を満たしている場合、履修授業のある日にのみ登校したり公欠扱いとなっている場合がありま
す。今年度から登校者は朝のSHRに出欠をとっています。今後の全員登校日：2月18日（月）、3月1日（金）

関西学院大学 国際教育・協力センターの方をお招きしての関西学院大学での留学に関する説明会です。大学での海外留学
について興味のある方はどなたでもご参加いただけます。
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2019年2月の月間予定

10年生 春学期履修登録
 *1

 (31日15:45から登録可能、2/1の16:30まで）

1 （金） NPO北朝鮮難民救援基金講演会 『北朝鮮難民の実態と私たちにできること』 15:45-17:45（3F会議室）*2

2 （土） 中等部・高等部 関東プレイン水泳大会 （東京St. Mary's）

9年生 春学期履修登録 *1 (4日 LHRから登録可能、5日 16:30まで）

5 （火） ミニオープンキャンパス
 *3

 14:00-16:30

OIS10年生保護者対象 IBDP説明会 （SIS10年生IBDP保護者も参加可）17:00 （3F会議室）

履修登録変更期間

7 （木） イヤーブック用 個人写真再撮影日 （未撮影者のみ） 12:00-16:30 (3階会議室）

8 （金） 保護者会 定例会 10:40 （3F会議室）

9 （土） 高等部 一般生・国際生 入試 （合否発表：2/10）

11 （月） 建国記念日-休校

14 （木） 授業参観日 (終日)

主に11年生保護者対象 進路説明会 16:00 （3F会議室）

オールスクールプロダクション *4  『シュレック』 （シアター）

　14日（木）16:30 15日（金）18:00 16日（土）14:00/18:00

16 （土） 中等部 男子フットサル (本校)

18 （月） 2019-2020年度 SIS高等部生徒会選挙 

12年生全員登校日 *5 14:40 （LHR）

IB 模擬試験

「ワールド・スカラーズ・カップ 2019」 説明会 15:45 （326教室）

模擬国連 (MUN: Model United Nations）*6 （マリスト）

22 （金） 12年生 図書館　図書等返却期限 - 卒業式１週間前の金曜日 （大学図書館カード・ipad含む）
*7

マクシム平和塾・楠山雅彦さん講演会 『和歌山での戦争体験と戦争をなくすための提案』 15:45-17:45（3F会議室）*2

高等部バドミントン (本校)

27 （水） 中等部・高等部 冬季コンサート [ストリングス/コーラス] 16:00　（シアター）

28 （木） 中等部・高等部 冬季コンサート [バンド/アンサンブル] 16:00　（シアター）

*1：

*2：

*3：

*4：

 *5：

 *6：

 *7：

※ 2月1日～2日に予定されていた SIS/OIS 8年生 理科校外学習は中止になりました。

授業などでそれ以降も使う必要がある場合は、必ず図書館に相談に来て下さい。

20(水）～22（金）

オーディションで選ばれた小学生から高校生までのキャストによるミュージカルです。SOIS選抜オーケストラメンバーによ
る生演奏のミュージカルはとても臨場感があり楽しいものです。当日券は各公演、開場30分前（開演1時間前）よりシアター
入り口で購入していただけます。

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。

4（月）～5（火）

14(木）～16（土）

7（木）～14（木）

22（金）～23（土）

18(月）/19（火）/22（金）

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。

1/31（木）～2/1（金）

次の登校日は3月1日（金）15:30～18:00 卒業式準備です。

社会科研究部主催の講演会です。どなたでもご参加いただけます。

SIS高等部のMUN履修生徒とOIS10年生が参加します。今回のテーマは、高齢化社会、虚偽の情報、健全な食事、河川汚
濁です。木曜日と金曜日は保護者の方もご見学頂けます。

18(月）～22（金）
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2019年3月の月間予定
図書館 春休みの長期貸出期間 (返却期限：4月5日）

WJAA 中等部 男子サッカー （CA）／女子バスケットボール （マリスト）

1 （金） オーガニックベジタブルマルシェ
 *1

 15:00-16:00 （玄関）

2 （土） SIS 高等部 卒業式

10:00 - 11:30 卒業式 (体育館）

11:50 在校生・先生方との交流会 (中庭）

14:30 卒業パーティ (ホテル阪急エキスポパーク）

4 （月） SIS/OIS 高等部生徒会主催 大掃除

WJAA 高等部 男子サッカー （CA）／女子サッカー （横浜）

13 （水） SIS 冬学期終了日－ 離任式・アセンブリー・LHR 8:30-10:00　

冬学期末SGHポスター発表会 *2 10:15-11:00 （玄関から生徒ラウンジ）

図書館 最終開館日 8:00-11:30 （春学期は4月2日より平常開館）

中等部卒業式 

11:00 - 12:00 中等部卒業式 (シアター）

13:00 - 16:00　卒業パーティー （カフェテリア）

14 （木） SIS 春季休暇開始

11年生学年旅行 （台湾）

20 （水） 帰国生特別入試 (合格発表：20日）

21 （木） 春分の日

23 （土） SOIS 大同窓会 『Homecoming 2019』 13:00 *3

SGH甲子園 *4 (関西学院大学　上ケ原キャンパス)

新・編入生オリエンテーション 

29 （金） 在校生１部登校日

　新8年生－新7年生との交流会 11:30-13:00 (昼食持参）

　新10年生－入学式設営（体育館）10：00／ICT説明会（シアター）12：00

 新入生ウエルカムパーティ（中庭）12：30-14：00 (昼食持参）

30 （土） 村田俊一ゼミ×千里国際合同ゼミ
 *5

 9:30-14:00 (3F会議室)

　    4月の予定

1 （月） 入学式 *6

2 （火） SIS/OIS 春学期開始

図書館 平常開館

*1：

*2：

*3：

*4：

*5：

*6： 新しいｸﾗｽの発表は生徒ﾗｳﾝｼﾞに貼り出して行います。在校生は8:30に各ﾎｰﾑﾙｰﾑに集合して下さい。

11年SGH生全員がポスター発表をします。保護者の見学も大歓迎です。

15 (金）～19 （火）

2/28（木）～3/13（火）

1 (金）～2 （土）

8 (金）～9 （土）

今年で2回目となるいずれかの学校（OIA/SIS/OIS）に在籍経験のある18歳以上の方および教職員を対象とした大
同窓会を本校キャンパスで開催します。

28 (木）～29（金）

SGHとOIS ESとの共同企画が月例になりました。

12年生2名が本校を代表して口頭発表、ポスター発表を披露します。一般公開あり。

関西学院大学総合政策学部村田俊一先生とゼミ生とSIS11-10年混成チームで勉強会を実施します。
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