
2017年4月の月間予定
3 （月） 全学年生徒 登校日、健康診断

4 （火） 中等部・高等部 入学式

5 （水） SIS/OIS 春学期開始

6 （木） 保護者会 臨時定例会 10:40

7 （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』 
*1

 18:00～20:00　（シアター）

WJAA 高等部バドミントン (CA)

8 （土） ACT テスト （本校）

高等部 女子ソフトボール （マリスト） ／ 高等部 男子フットサル （本校）

関西学院大学 村田俊一ゼミ x 千里国際合同ゼミ 2017

10 （月） SIS/OIS ジョイント・アセンブリー

IBDPアート展示初日

11 （火） ミューレンバーグ大学 x SOIS 『リベラルアーツ交流ゼミ』 初回ビデオ会議 8:40
 - ミューレンバーグ大学 学生・教授とビデオ会議 （自己紹介）

ミューレンバーグ大学 x SOIS 『リベラルアーツ交流ゼミ』 オンライン・ディスカッション
 - リベラルアーツ交流ゼミ専用WEBで意見交換 （ビデオなどを使用）

12 （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）

SIS/OIS 高等部生徒会主催クラブ紹介

13 （木） 保護者会 定例会 10:40

APAC (Asia Pacific Activities Conferences) 高等部バドミントン （CA）

AISA
*2

 女子サッカー （韓国 ソウル）／男子サッカー （韓国 釜山）／水泳 （本校）

高等部 ソフトボール （名古屋）

18 （火） 9年生 文部科学省実施の平成29年度全国学力・学習状況調査

20 （木） 内科検診

10年生 アイスブレイクキャンプ 
*3

 （吹田市自然体験交流センター）

25 （火） 春季 リサイタル 
*4

 16:00　（シアター）

26 （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）

27 （木） 内科検診

28 （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:

7(金）～8（土）

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。

11(火）～5/15（月）

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/

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。

SISに10年生として入学した生徒全員が、互いを知り、理解し、体験を共有することで、これからの高校生活、そしてその先
に続く人生について考え始める為のプログラムです。金曜日の授業終了後、学校の裏手にある吹田市の施設に場所を移
して、1泊2日の日程で行います。

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。

13(木）～15（土）

13(木）～16（日）

14(金）～15（土）

21(金）～22（土）

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。水泳は本校が主催し、女子サッカーはSeoul International School （韓国）、男子ｻｯｶｰは
Busan International Foreign School （韓国）で同時に開催されます。
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2017年5月の月間予定
ワールド・スカラーズ・カップ（WSC）*1　 (本校シアター等）

 5/3 （水） 憲法記念日－休校　IB英語試験 13:45-14:20 （210教室）

4 （木） みどりの日－休校　IB英語試験 8:30-10:05 （210教室）

5 （金） こどもの日－休校

6 （土） SATⅠ・Ⅱテスト (本校）

10 （水） 三木楽器主催 楽器フェア 15:30-18:00　（シアター）

11 （木） SIS保護者会 総会 10:50　（シアター）

10年生 比較文化 校外学習 
*2

 5-7限 （国立民族学博物館） 帰路は現地解散

12 （金） SIS/OIS 中等部 交流会

12(金）～13（土） WJAA 高等部 ソフトボール （マリスト）

15 （月） SIS中庭アセンブリー

16 （火） シェイクスピア作 「十二夜｣ SOIS公演 *3

19(金）～20（土） WJAA 高等部 野球 （名古屋）

WJAA 中等部 男子バレーボール （本校）／ソフトボール （CA）

22(月）～26（金） 中等部 生徒会主催 『不思議ウィーク』 *4

12年生 秋学期の科目選択登録期間  (5/23 15:45～5/24 16:30)

24 （水） 保育実習 (保育履修者のみ) *5

25 （木） 米国ミューレンバーグ大学生のSOIS訪問 *6

内科検診 （7・10年生 対象) 午後

11年生 秋学期の科目選択登録期間  (5/25 15:45～5/26 16:30)

26 （金） 授業は13:40まで、6・7時限目は学園祭準備

27 （土） 学園祭　（今年のテーマ：ミステリー）　9:50-14:30

29 （月） 7・8年生 月亭方正さんの落語鑑賞 LHR

10年生 秋学期の科目選択登録期間 (5/29 15:45～5/30 16:30)

30 （火） 留学オリエンテーション（8-10年 生徒・保護者対象）*7 （3階会議室）15:45～16:30

31 （水） 保育実習 (保育履修者のみ) *5

中等部・高等部 バンド春季コンサート 16:00  (シアター）

 6/1 （木） 中等部・高等部 ストリングス/コーラス春季コンサート 16:00  (シアター）

2 （金） 高等部 スポーツ表彰式 16:00

*1：

*2：

*3：

*4：

*5：

*6：

*7：

4/29(土）～30（日）

23(火）～24（水）

詳細につきましては『ハンドブック』 p.25をご参照下さい。

25(木）～26（金）

WSCは中高生の総合的な教養を競う大会です。2006年に韓国で始まり、以降世界各国で国内大会が開かれ
るようになりました。日本では2012年に東京大会、2014年に関西大会が始まり、関西大会は毎年本校で開催
しています。関西から、日本各地から、アジアの他の国から、多くの参加者が集う予定です。勝ち抜いたチー
ムは6月にハノイ（ベトナム）で開催される世界大会に出場します。

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。

29(月）～30（火）

保育履修生徒は、保育実習のため、5月24日と31日の2日のうち1日のみ、1～5限の授業を抜けることになり
ます。

詳細は授業でプリント配布の上、説明があります。当日は現地解散です。

ミューレンバーグ大学×SOIS リベラルアーツ交流ゼミとして4月からオンラインで交流を続けてきたアメリカの
大学生がSOISを訪問します。

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。

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 
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 2017年6月の月間予定

1 （木） 中等部・高等部 春季コンサート （ｽﾄﾘﾝｸﾞｽ、ｺｰﾗｽ） 
*1

 16:00　シアターにて

履修登録変更期間

2 （金） 高等部　スポーツ表彰式 
*2

  16:00　シアターにて、バンケット 18:00 カフェテリアにて

3 （土） SIS/OIS 高等部生徒会主催 プロム 

SATⅠ・Ⅱテスト　本校にて

4 （日） 学校説明会 
*3

5 （月） 11年生 LHR 「研究の心得」 関西学院大学　時任先生

SIS/OIS 中等部生徒会選挙

6 （火） 高等部　春季コンサート *1 18:30　箕面市メイプルホールにて

9 （金） OIS 高等部卒業式　19:00　シアターにて

12 （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 にて

SIS/OIS アート展示初日

16 （金） SIS/OIS中等部交流会 放課後

図書館 夏休みの長期貸出

18 （日） 帰国生入試 （合否発表：6/19）

19 （月） 高等部生徒会主催 大掃除

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

ワールド・スカラーズ・カップ 世界大会 ハノイにて

28 （水） 図書館 16:30 閉館

29 （木） 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

SIS サマーキャンプ期間 （キャンプによって日程は異なります。）*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ります。）*5

*1：

*2：

*3：

*4：

*5：

1（木）～7（水）

26（月）～7/1（土）

16（金）～29（木）

ＳＩSサマーキャンプとSGHフィールドスタディの詳細は6月4週目に発行予定の「SENRI UPDATE 2017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。英語科の『Model United Nations i』を学習している生徒が参加します。議題は『持続
可能な開発を通して不平等を減らす』です。保護者の方のご見学（21日、22日）も歓迎です。詳細につきましてはWEBをご参照
下さい。http://kgn.kufs.ac.jp/MUN/

20（火）～22（木）

9月からｽﾀｰﾄした2016-17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（金）～7/6（木）

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。

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。

30（金）～7/15（土）
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 2017年6月後半～8月の月間予定

ワールド・スカラーズ・カップ 世界大会*1 ハノイにて

28 （水） 図書館 16:30 閉館

29 （木） 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）

SGH フィールドスタディ　

「異文化理解：村のこし」（長野県　小谷村OBS）

図書館 夏休みの特別開館
*2

 9:00-16:00

SGH フィールドスタディ　

「国際貢献：科学研究～最先端の科学研究を研究する～」（関西学院大学理工学部）

SGH フィールドスタディ　

「国際貢献：草の根アプローチ」（栃木県ほか）

「地球環境：気候変動問題をグローバルに理解する・解決する」（首都圏）

SGH フィールドスタディ　

「異文化理解：地域研究-世界につながる神話の世界・熊野信仰・移民のまち太地-」（和歌山県他）

17 （月） オールスターキャンプ実行委員会 午前、キャンプ参加者対象説明会 午後 （梅田キャンパス）

関西学院関連高校生 オールスターキャンプ*3 千刈キャンプにて

18 （金） 帰国生特別入試 （合否発表：8/18）

図書館 新学期準備のため開館 9:00-16:00

編入生オリエンテーション

28 （月） 秋学期開始 （図書館は通常開館）

*1：

*2：

*3： 関西学院千里国際高等部、関西学院高等部、啓明学院高等部、帝塚山学院高等部の生徒（各校20名）が参加するプログラ
ム。

24(木）～25（金）

24(木）～25（金）

7/10（月）～21（金）

10（月）～21（金）

SISから8名、OISから21名の生徒が出場し、最終的にはエール大学でのチャンピオントーナメントでの優勝を目指します。

事前に「利用申請書」の提出が必要です。詳細は図書館まで。

12（水）～14（金）

8/16（水）～18（金）

13（木）～15（土）

6/26（月）～7/1（土）

30（金）～7/5（水）
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2017年9月の月間予定

8/ 28 （月） 秋学期開始

9/ 1 （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）

4 （月） SIS/OIS 中等部・高等部 ジョイント・アセンブリー

5 （火） SGHフィールドスタディ関連レクチャー

（ディザスターマネジメント）神戸市消防局　大津暢人氏 16:00

9 （土） ACTテスト （本校）

高等部 男子バレーボール （CA）

14 （木） 保護者会 定例会 10:40

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

18 （月） 敬老の日－休校

22 （金） SIS/OIS 中等部 交流会

24 （日） 学校説明会 *2

28 （木） 関西学院創立記念日 

12年生 冬学期の科目選択登録期間 *3 (9/28 15:45～9/29 16:30)

WJAA JV 女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ （本校）

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

10年生 冬学期の科目選択登録期間 *3 (10/4 15:45～10/5 16:30)

*1:

*2:

*3:

*スポーツトーナメントのスケジュールは、ここには一部しか載せていませんので、Sabersのウェブサイトをご覧下さい。


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

15(金）～16（土）

4(水）～5（木）

授業選択をiPadを使って校内で本人が入力します。事前にその資料が配布されますので、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。

29(金）～30（土）

10/2(月）～3（火）

28(木）～29（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今年度第二回目の学校説明会で、授業見学をして頂きます。

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



2017年10月の月間予定

11年生 冬学期の科目選択登録期間 *1 (2日15:45から登録可能、3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

 (4日15:45から登録可能、5日16:30まで）

WJAA 高等部男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ （KIUA）、 WJAA 高等部女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ (名古屋)

7 （土） SAT I & II テスト （本校）

9 （月） 「体育の日」－SIS/OIS運動会 
*3

 (OIS幼・小学部 8:45～11:00/中等部・高等部 10:45～16:30）

10 （火） 運動会予備日

11 （水） PSATテスト （本校）

履修登録変更期間

12 （木） 保護者会　定例会　10:40

SGH ディザスターマネジメント・事前学習レクチャー *4 16:00～17:45

WJAA 中等部 野球 （CA）/女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ （マリスト）

16 （月） 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。） 

8年生 人権教育講演会 (LHR・ｼｱﾀｰ) ／11年生 進路オリエンテーション (LHR) 

（主に）10、11年生保護者対象 海外進路説明会 15:00 （3階会議室）／

11年生保護者対象 進路説明会 16:00 （3階会議室）

17 （火） 10年生 大学授業体験会 （KG西宮上ヶ原ｷｬﾝﾊﾟｽ、西宮聖和ｷｬﾝﾊﾟｽ、神戸三田ｷｬﾝﾊﾟｽ）

18 （水） 7-10年 生徒・保護者対象 留学オリエンテーション *5 15:45～16:45 （3階会議室）

AISA *6 男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ （本校）／女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ（横浜）／ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ （韓国ｿｳﾙ）

21 （土） 関西学院大学 学部選択説明会 *7 （西宮上ヶ原キャンパス、神戸三田キャンパス）

24 （火） クール・サウンズ＠北千里 16:00～17:30 

イヤーブック個人写真撮影日 （24日は10:30～16:00、25日は9:00～16:00、ｸﾞﾘｰﾝﾙｰﾑ）

25 （水） 生徒・保護者対象 サマープログラム説明会 15:45 （3階会議室）

26 （木） 秋季リサイタル *8 16:00 （シアター）

27 （金） SOIS教員研修日のため、午後休校

28 （土） ACTテスト （本校）

29 （日） SIS入学希望者対象 第3回学校説明会 10:00～12:00

30 （月） 8年生 校外学習 （神戸市　しあわせの村）

G9 Field Study Trip  9年生 宿泊行事 （行先：三重方面、宿泊地：鳥羽）

*1：

*2：

*3：

*4：

*5：

 *6：

 *7：

 *8：

2（月）～3（火）

4（水）～5（木）

24（火）～25（水）

11（水）～17（火）

19（木）～22（日）

13（金）～14（土）

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。

詳細につきましては『ハンドブック』p.25をご参照下さい。

6（金）～7（土）

2（月）～6（金）

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。

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

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。

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

11/2（木）～3（金）

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。

CODE海外災害援助市民センターの吉椿事務局長によるレクチャー
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2017年11月の月間予定

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。）

G9 Field Study Trip　9年生 宿泊行事（行先：三重方面、宿泊地：鳥羽）

3 （金） 「文化の日」－休校

中等部 女子サッカー （本校）

4 （土） SAT Subject テスト (本校）

6 （月） 10年生 キャリア講演会 (LHR)

「世界津波の日」 2017 高校生島サミット in Okinawa  SGH追加のリサーチ

9 （木） 保護者会 定例会 12:00 (3F会議室）　（開始時刻が10:40から12:00に変更になりました。）

18 （土） リサーチフェア 2017 *1 （関西学院大学 総合政策学部）

インターナショナル・フェア *2 10:00～15:00

21 （火） SOIS Academic Fair （SIS プレゼンテーション大会） 

SIS/OIS 秋学期終了

SIS/OIS 休校 *3－ 図書館休館

22 （水） 関西国際空港入国管理局、南港入国管理局見学 *4

11年生 SGH フィールドスタディ

  「ソーシャルビジネスアプローチ」、「行政的アプローチ」  （東京首都圏） 

25 （土） 2017年度 SGH 全国高校生フォーラム（横浜） 12年生 1名がポスター発表

Sci-Tech Research Forum （関西学院大学 理工学部） 11年 科学研究履修者が発表

世界市民明石塾

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）

「平和学入門β」有志による校外学習（香川大学・日本平和学会参加） 詳細は授業で案内します。

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」 （仙台）

28 （火） SIS/OIS 冬学期開始

「難民映画祭」 （予定）　詳細は決まり次第連絡します。

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)

 *1：

 *2：

 *3：

 *4：

12/1（金）～2（土）

22（水）～27（月）

秋
休
み
中
の
教
育
活
動

1（水）～30（木）

対象者は、秋学期にInterpretationのコースを履修している生徒、SGH履修者、またはPost-SGH生。

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。

25（土）～26（日）

25（土）～27（月）

2（木）～3（金）

29（水）～30（木）

7（火）～8（水）

大学のリサーチフェアですが高校生も参加・見学可能。SIS 12年生 4名が口頭発表。

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（火）より始まる冬学期をしっかりと準備し、心
も新たに迎えて下さい。

3（金）～4（土）

22（水）～24（金）
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2017年12月の月間予定

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）

2 （土） SAT・SAT Subject テスト （本校）

4 （月） SIS/OIS 高等部生徒会主催の大掃除

関西学院 クリスマスツリー点灯日

図書館 冬休みの長期貸出期間 （返却日：1月12日）

5 （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）

8 （金） 難民映画祭 *2
 「シリアに生まれて」（シリア難民の子ども7人のドキュメンタリー） 放課後 （3F会議室）

男子バスケットボール （CA）／女子バスケットボール （本校）

9 （土） ACT テスト （本校）

11 （月） 12年生全員登校日 *3 (LHR)

14 （木） 保護者会　定例会　@10:40 （3F会議室）

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

高等部生徒会主催 クリスマス・パーティー  16:30 開始予定 （体育館） 

18 （月） 冬季休暇開始－新年は1月9日（火）より授業再開

SGH リカタビ - [SGH追加活動]　（地球環境：気候変動チーム） *4

関西学院クリスマス at ザ・シンフォニーホール *5

2018年

8 （月 ） 冬期休暇終了 / 帰国生入試

9 （火） SIS/OIS 授業再開

 *1：

 *2：

 *3：

 *4：

 *5：

1（金）～2（土）

学校の規定により、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
となっていたりする場合がありますが、3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22日（月・LHR）、2月19日（月・LHR）、3月2日（金・15:30～18:00卒業式準備）。冬学期は朝のSHRは
行ないません。フレックスタイムに出欠をとります。

4（月）～15（金）

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 345-158、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。

8（金）～9（土）

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。

難民映画祭は、関西学院グループ諸校の共同行事のひとつとして、難民のテーマに関する映画を上映する集いです。
SOIS生徒、教職員、保護者ならどなたでも鑑賞できます。詳細につきましては、別途広報いたします。

名古屋大学宇宙地球環境研究所を訪問し、生徒が取材・実験を行ないます。
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2018年1月の月間予定
8 （月） 成人の日－休校

帰国生入試 （合否発表：1/9）

9 （火） 授業再開

11 （木） 保護者会　定例会　10:40 （3F会議室）

JV 男女バスケットボール （CA、横浜IS）

13 （土） 中等部 一般生・国際生入試 （合否発表：1/15）

大学入試センター試験

15 （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 英語プレースメントテスト - 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 （本校）/ 女子バスケットボール （CA）

核の無い世界を目指す～軍縮教育の専門家による講和会とワークショップ *1（京都外国語大学）

20 （土） 高校生公開討論会 「経済連携協定 (EPA) の意義」 *2 （関西学院大学中央講堂）

22 （月） 12年生全員登校日 *3 14:40

9年生 英語プレースメントテスト - Computer (LHR)

23 （火） 関西学院大学 語学履修、留学説明会 *4 15:40 （3F会議室）

26 （金） SGH報告会 *5 9:30-14:30

Global Issues Forum 2018（ユナイテッド・ワールド・カレッジISAKジャパンとのディベート交流会）

11年生 春学期履修登録 *6 (29日15:45から登録可能、30日の16:30まで）

30 （火） IB　リサイタル 16:00 （コーラスルーム）

10年生 春学期履修登録 *6 (31日15:45から登録可能、2/1の16:30まで）

AISA *7  男子バスケットボール （韓国SIS）/ 女子バスケットボール （韓国BIFS）/

             数学・生徒リーダーシップ （本校）

 *1：

 *2：

 *3：

 *4：

 *5：

 *6：

 *7：

* １月20日に予定していました SIS/OIS 8年生 理科校外学習は、事情により中止になりました。

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Seoul International School、女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙはBusan International Foreign School、そして数学・生徒ﾘｰﾀﾞｰ
ｼｯﾌﾟ会議は本校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。

学校の規定により、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
ていたりする場合がありますが、3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：
2月19日（月・LHR）、3月2日（金・15:30～18:00卒業式準備）。冬学期は朝のSHRは行ないません。フレックスタイムに出欠をと
ります。

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語学の履修、留学に関する説明会です。語学
の履修については、主に4月に関西学院大学に入学する生徒を対象としていますが、留学説明会は、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。

26（金）～27（土）

12（金）～13（土）

19（金）～20（土）

29（月）～30（火）

2/1（木）～4（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。

13（土）～14（日）

31（水）～2/1（木）

19（金）～20（土）

平和学の科目の受講生徒やSGHでの国際関係のテーマの研究生徒を主対象に、主催者から招待がなされています（担当：野
島）。詳細は、参加生徒に連絡します。

SIS12年生3名がプレゼンとディベートに参加。フロアー参加者も募集中。
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2018年2月の月間予定
10年生 春学期履修登録

 *1
 (1月31日 15:45から登録可能、2月1日 16:30まで）

AISA 
*2

  男子バスケットボール （韓国SIS）/ 女子バスケットボール （韓国BIFS）/
             数学マニアコンテスト・生徒リーダーシップ会議 （本校）

3 （土） 2言語（中学生）・3言語（高校生）スピーチ大会 13:00-17:00 （コリア国際学園-茨木市 ）

9年生 春学期履修登録
 *1

 (2月5日 15:45から登録可能、6日 16:30まで）
6 （火） OIS 10年生保護者対象 IBDP説明会 （SIS 10年生保護者も参加可）

8 （木） 保護者会 定例会 10:40 （3F会議室）

履修登録変更期間

10 （土） 高等部 一般生・国際生 入試 （合否発表：2/11）

12 （月） 国民の休日-休校

13 （火） 月曜日の授業を実施

SGH活動 『レジリエンスに関する講演会』 *3

オールスクールプロダクション *4  小学生向けのプレビューショー  14:30-15:30  (シアター）
15 （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   『You're A Good Man, CHARLIE BROWN』 （シアター）
　15日（木） 16:30 / 16日（金） 18:00 /　17日（土） 14:00、 18:00

17 （土） 中等部 男子フットサル (本校)

19 （月） 12年生全員登校日 *5 14:40 （LHR）
2018-2019年度 SIS高等部生徒会選挙 

IB 模擬試験

「ワールド・スカラーズ・カップ 2018」 説明会 15:45 （317教室）

20 （火） イヤーブック用 個人写真再撮影日 （未撮影者のみ） 15:30-17:00 (グリーンルーム）

模擬国連 (MUN: Model United Nations） *6 （マリスト）
22 （木） SIS 9-12年生、OIS 7-12年生 月亭方正さんの落語会 16:00-17:00　（シアター）

23 （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

高等部バドミントン (本校)

26 （月） 10年生 キャリア講演会 （ＬＨＲ）（スクールカレンダーから日程が変更になっています。）

27 （火） 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 （水） 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：

*8：

小学生から高校生までのｵｰﾃﾞｨｼｮﾝで選ばれたｷｬｽﾄによるﾐｭｰｼﾞｶﾙです。SOISｵｰｹｽﾄﾗのﾒﾝﾊﾞｰによる生演奏での
ﾐｭｰｼﾞｶﾙはとても素敵で楽しいものです。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頂
けます。

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韓国 Seoul International School、女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙは韓国 Busan International School、そし
て数学ﾏﾆｱｺﾝﾃｽﾄ・生徒ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ会議は本校で同時に開催されます。

次の登校日は3月2日（金・15:30～18:00 卒業式準備）です。

10年生 6限目授業『知の探究』、11年生 7限目（LHR)　関西学院大学 文学部 総合心理科学科 教授 大竹恵子先生。

進路を考える上で仕事だけでなく生き方を含めた自分のｷｬﾘｱをｲﾒｰｼﾞすることは大切なことです。ということで秋学期
からｼﾘｰｽﾞで行っている10年生対象のｷｬﾘｱ講演会の2回目です。今回は関西学院大学総合政策学部の教授で、国際
協力のNGOの代表でもある西野桂子先生にご自身の学生生活やﾕﾆｾﾌでの勤務経験等も含めてお話しいただきま
す。

1/31（水）～2/1（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。

5（月）～6（火）

15(木）～17（土）

8（木）～15（木）

2/1（木）～4（日）

23（金）～24（土）

19(月）/20（火）/23（金）

SIS高等部のMUN履修生徒とOIS 10年生が参加します。（初日は午後のみ、2日目、3日目は終日。）今回のﾃｰﾏは、
児童婚、ﾃﾛ対策、安楽死、食品廃棄物です。保護者の方もご見学頂けます。ご質問は Mr Avery までお願いします。

19(月）～23（金）

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。

21(水）～23（金）
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2018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6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）

3 （土） SIS 高等部 卒業式

10:00 - 11:30 高等部卒業式 (体育館）

13:15 卒業記念パーティー第１部 会食 (カフェテリア）

14:30 謝恩セレモニー

15:00 卒業記念パーティー 茶話会 （体育館）

5 （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 （岩国）

13 （火） 図書館 最終開館日 8:00 - 16:30 （春学期は4月5日より平常開館）*1

14 （水） SIS 冬学期終了日－ 8:30-9:00　離任式・アセンブリー、9:05-10:00 LHR

冬学期末SGHポスター発表会 10:15-10:45 （玄関から生徒ラウンジ）

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）

15 （木） SIS 春季休暇開始

11年生学年旅行 （沖縄）

21 （水） 春分の日

22 （木） 帰国生特別入試 (合格発表：22日）

24 （土） SOIS 大同窓会 『Homecoming 2018』 11:00 *2

新・編入生オリエンテーション （新7年生・新8年生 交流会：4月2日 11:30-13:00）

　    4月の予定

3 （火） 全学年生徒登校日 *3

新10年生－ 体育館の設営 午前、ICT説明会12：00、交流会14：30

全学年生徒対象 健康診断 午後 

4 （水） 入学式 *4

5 （木） SIS/OIS 春学期開始

図書館 平常開館

*1：

*2：

*3：

*4：

今回初めての試みとして、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の方を
対象とした大同窓会を本校ｷｬﾝﾊﾟｽにて開催することになりました。

16 (金）～20 （火）

2/28（水）～3/13（火）

2 (金）～3 （土）

在校生は8:30に各ﾎｰﾑﾙｰﾑに集合して下さい。

9 (金）～10 （土）

図書館は特別蔵書整理をする必要があるため3/14（水）から閉館して蔵書点検をします。借りる必要のある本は、
3/13までに借りておいて下さい。3/14（水）-16（金）9:00-16:00まで蔵書点検ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを募集中です。詳しくは図書
館にお問合せ下さい。

詳細な時間設定などは後日あらためてお知らせします。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。

30 (金）～4/2（月）
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