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静岡学園中学校・高等学校 同窓会は、静岡学園の在校生と未来の新入生の皆様を応援しています。

～孝友発行に寄せて～

学校の図書館に「孝友」の第1号から最新232号までが保存されています。校誌沿革にあたる記事が

載せられていることになり、それを見返せば、ある意味で学校の歴史を振り返ることになります。編集

方針が必ずしも統一されている訳ではなく年間の発行回数やその掲載内容に変遷があるわけですが、

その時代時代の静学の息吹を感じることができる貴重な資料となっています。

昨年、同窓会組織が刷新をし、橋本新同窓会長が就任して新たな1ページが始まりました。同窓生同

士、在校生、学校を繋ぎ、現在・未来の静学をサポートするという大きな理想のもと、会の活動や名簿発

行に現在力を注いでいます。今回の「孝友233号」は、その活動に関連付けて従来の在校生・保護者に加

えて同窓生の方々にも送付し、現在の静学の様子、生徒や教職員の声を写真や文章で届けて学校の今を

体感してもらおうと編集方針を立て、まとめた形となっています。紙面・記事から現在の静学を感じても

らいたいと思います。在校生・保護者の皆様は、我がこととして各ページを振り返り、同窓生そして未来

の静学生は『静学の今を・・そして未来を・・』各ページから感じていただければ幸いです。
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4月 ●始業式　●入学式
 ●遠足

5月 ●PTA総会（役員会）
 ●中間試験
 ●開校記念式典・講演
 ●校内合同大学説明会（高校）

6月 ●静学祭（文化祭）
 ●面接週間　●生徒会役員選挙

7月 ●期末試験　●授業公開週間
 ●保護者会　●終業式
 ●特別授業　●JWACS語学研修
 ●水泳教室（中学）

8月 ●特別授業　●始業式
 ●静学グローバルコンピテンシー
 　集中講座（高校）

2月 ●学年末試験

3月 ●球技大会　●保護者会
 ●終業式　　●特別授業
 ●中学課程修了式
 ●高校卒業式
 ●高２ニュージーランド
 　優秀生徒派遣（高校）

9月 ●生徒総会
 ●新体力テスト

10月 ●中間試験　
 ●体育祭

11月 ●授業公開週間
 ●芸術鑑賞　●期末試験
 ●中３修学旅行（中学）
 ●高２修学旅行（高校）

12月 ●保護者会　●終業式
 ●特別授業
 ●中１広島平和学習（中学）

1月 ●始業式
 ●中２自然体験教室（中学）
 ●芸術鑑賞／SPAC（中学）
 ●高３家庭研修（高校）

静
岡
学
園
中
学
校

静
岡
学
園
高
等
学
校

体
験
会

第１回一日体験入学
第２回一日体験入学
陶芸体験及び英会話・文化部見学会
随時受付の個別相談

個別相談会

地区個別相談会

入試個別相談会

個別相談会

第１回一日体験入学
第２回一日体験入学
第３回一日体験入学
入試説明会
随時受付の個別相談

地区個別相談会

個別相談会
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9:00、11:00
13:15
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本校
本校
本校
本校
本校
本校
清水（清水テルサ）
焼津（ウェルシップやいづ）
島田（プラザおおるり）
藤枝（藤枝駅前BiViキャン）
富士（富士市交流プラザ）
本校
本校
本校
本校
本校
本校
本校
本校
本校
清水（清水テルサ）
焼津（ウェルシップやいづ）
島田（プラザおおるり）
藤枝（藤枝駅前BiViキャン）
富士（富士市交流プラザ）
本校
本校
本校

静岡学園の良さを感じるチャンスです。
皆さん、是非参加して、静岡学園を体感して下さい。

●中高共通　●中学　●高校

お問い合わせ、
エントリーは、
HPで。

随時承ります
詳しくはＨＰから

個別相談

　区分 行事名 開催日程 開始時間 会　場
７月３１日（土）
８月２８日（土）

１０月１６日（土）
5月～12月の平日・一部土曜日
６月１２日（土）
６月１９日（土）
１０月１日（金）
１０月５日（火）
１０月６日（水）

１０月１１日（月）
１０月１３日（水）
１１月２０日（土）

１２月４日（土）
１２月１１日（土）
１２月１８日（土）

７月３１日（土）
８月２８日（土）

１０月１６日（土）
１１月２０日（土）

5月～12月の平日・一部土曜日
１０月１日（金）
１０月５日（火）
１０月６日（水）

１０月１１日（月）
１０月１３日（水）

１２月４日（土）
１２月１１日（土）
１２月１８日（土）

相
談
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小
６
対
象
）
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験
会

相
談
会（
中
３
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）
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令和４（2022）年度入試関連行事　開催予定表

令和３年度の年間行事予定



国語 英語 理科 数学 社会 国語 数学 音楽、美術 英語 英語 社会 理科 国語 技術、家庭、体育 数学

国語 英語 理科 数学 社会 国語 数学 音楽、美術 英語 英語 社会 理科 国語 技術、家庭、体育 数学

国語(現) 英語 理科 数学 社会 国語(古) 数学 音楽、美術 英語 英語 社会 理科 国語(現) 技術、家庭、体育 数学

技術、家庭、体育 理科 英語 社会 国語 数学 音楽、美術 国語 数学 英語 理科 社会 英語 数学 国語

技術、家庭、体育 理科 英語 社会 国語 数学 音楽、美術 国語 数学 英語 理科 社会 英語 数学 国語

技術、家庭、体育 理科 英語 社会 国語 数学 音楽、美術 国語 数学 英語 理科 社会 英語 数学 国語

数学 国語 理科 英語 数学 社会 理科 英語 技術、家庭、体育 国語 数学 音楽、美術 国語 英語 社会

数学 国語 理科 英語 数学 社会 理科 英語 技術、家庭、体育 国語 数学 音楽、美術 国語 英語 社会

数学 国語 理科 英語 数学 社会 理科 英語 技術、家庭、体育 国語 数学 音楽、美術 国語 英語 社会

国語総合 ｺﾐｭ英Ⅰ 数学ⅠA 現代社会 国語総合 GH 英語探Ⅰ 家庭基礎 GH 数学ⅠA 国語総合 ｺﾐｭ英Ⅰ 国語総合 物理基礎 生物基礎 英語探Ⅰ 数学ⅠA

国語総合 ｺﾐｭ英Ⅰ 数学ⅠA 現代社会 国語総合 GH 英語探Ⅰ GH 数学ⅠA 国語総合 ｺﾐｭ英Ⅰ 国語総合 物理基礎 家庭基礎 生物基礎 英語探Ⅰ 数学ⅠA

国語総合 ｺﾐｭ英Ⅰ 数学ⅠA 現代社会 国語総合 家庭基礎 GH 英語探Ⅰ GH 数学ⅠA 国語総合 ｺﾐｭ英Ⅰ 国語総合 物理基礎 生物基礎 英語探Ⅰ 数学ⅠA

ｺﾐｭ英Ⅰ 国語総合 数学ⅠA GH 英語探Ⅰ 生物基礎 国語総合 英語探Ⅰ 数学ⅠA 国語総合 現代社会 国語総合 家庭基礎 物理基礎 GH ｺﾐｭ英Ⅰ 数学ⅠA 物理基礎

ｺﾐｭ英Ⅰ 国語総合 数学ⅠA 現代社会 GH 英語探Ⅰ 生物基礎 国語総合 英語探Ⅰ 数学ⅠA 国語総合 家庭基礎 国語総合 物理基礎 GH ｺﾐｭ英Ⅰ 数学ⅠA 物理基礎

ｺﾐｭ英Ⅰ GH 数学ⅠA 英語探Ⅰ 国語(古) 生物基礎 国語(古) 数学ⅠA 現代社会 物理基礎 GH 国語(現) 英語探Ⅰ 物理基礎 ｺﾐｭ英Ⅰ 数学ⅠA 家庭基礎 国語(現)

ｺﾐｭ英Ⅰ GH 物理基礎 数学ⅠA 英語探Ⅰ 国語(古) 家庭基礎 数学ⅠA 国語(現) 現代社会 GH 英語探Ⅰ 国語(古) 生物基礎 ｺﾐｭ英Ⅰ 国語(現) 数学ⅠA 物理基礎

英語探Ⅰ GH 国語(現) 数学ⅠA ｺﾐｭ英Ⅰ 国語(現) 国語(古) 生物基礎 数学ⅠA 現代社会 物理基礎 英語探Ⅰ 国語(古) 物理基礎 GH 数学ⅠA ｺﾐｭ英Ⅰ 家庭基礎

英語探Ⅰ GH 物理基礎 数学ⅠA ｺﾐｭ英Ⅰ 国語(古) 国語(現) 数学ⅠA 国語(現) 現代社会 家庭基礎 英語探Ⅰ 国語(古) 生物基礎 GH 数学ⅠA ｺﾐｭ英Ⅰ 物理基礎

数学Ⅱ 日本史B、地理B 国探(現) 国探(古) 日本史B、地理B 世界史B 英語探Ⅱ 英語探Ⅱ 国探(現) 化学基礎 日本史B、地理B 英語探Ⅱ 数学Ⅱ 国探(古) 英語探Ⅱ 世界史B

国探(現) 数学探Ⅰ 日本史B、地理B 英語探Ⅱ 国探(現) 日本史B、地理B 世界史B 英語探Ⅱ 化学基礎 英語探Ⅱ 数学探Ⅰ 国探(古) 数学探Ⅰ 日本史B、地理B 英語探Ⅱ 生物探究 国探(古) 数学探Ⅰ 英語探Ⅱ 世界史B

国探(現) 数学探Ⅰ 理数化学 英語探Ⅱ 国探(現) 物理探究、生物探究 英語探Ⅱ 地理B 英語探Ⅱ 数学探Ⅰ 国探(古) 数学探Ⅰ 地理B 英語探Ⅱ 国探(古) 数学探Ⅰ 英語探Ⅱ 物理探究、生物探究

国探(現) 英語探Ⅱ 日本史B、地理B 数学探Ⅰ 英語探Ⅱ 日本史B、地理B 世界史B 国探(古) 化学基礎 国探(現) 英語探Ⅱ 英語探Ⅱ 日本史B、地理B 生物探究 数学探Ⅰ 国探(古) 化学基礎 数学探Ⅰ 世界史B

国探(現) 数学探Ⅰ 英語探Ⅱ 理数化学 英語探Ⅱ 数学探Ⅰ 物理探究、生物探究 国探(古) 地理B 英語探Ⅱ 国探(現) 数学探Ⅰ 理数化学 地理B 英語探Ⅱ 数学探Ⅰ 国探(古) 英語探Ⅱ 物理探究、生物探究

化学基礎 国探(現) 日本史B 英語探Ⅱ 国探(古) 日本史B 数学Ⅱ 英語探Ⅱ 化学基礎 国探(現) 世界史B 英語探Ⅱ 日本史B 国探(古) 英語探Ⅱ 国探(古) 数学Ⅱ 世界史B

化学基礎 国探(現) 日本史B 英語探Ⅱ 国探(古) 日本史B 数学Ⅱ 英語探Ⅱ 化学基礎 国探(現) 世界史B 英語探Ⅱ 日本史B 国探(古) 世界史B 英語探Ⅱ 国探(古) 数学Ⅱ

英語探Ⅱ 現代文B 日本史B 古典B 日本史B 英語探Ⅱ 化学基礎 古典B 英語探Ⅱ 世界史B 数学探Ⅰ 日本史B 化学基礎 世界史B 現代文B 英語探Ⅱ 数学探Ⅰ

英語探Ⅱ 現代文B 日本史B、地理B 古典B 日本史B、地理B 英語探Ⅱ 化学基礎 古典B 英語探Ⅱ 数学探Ⅰ 世界史B 日本史B、地理B 化学基礎 数学探Ⅰ 現代文B 英語探Ⅱ 世界史B

英語探Ⅱ 現代文B 数学探Ⅰ 理数化学 数学探Ⅰ 物理探究、生物探究 英語探Ⅱ 現代文B 数学探Ⅰ 古典B 英語探Ⅱ 理数化学 数学探Ⅰ 英語探Ⅱ 地理B 古典B 地理B 英語探Ⅱ 物理探究、生物探究

英語探Ⅱ 現代文B 数学探Ⅰ 理数化学 数学探Ⅰ 物理探究、生物探究 英語探Ⅱ 現代文B 数学探Ⅰ 古典B 英語探Ⅱ 理数化学 数学探Ⅰ 地理B 英語探Ⅱ 古典B 地理B 英語探Ⅱ 物理探究、生物探究

国探(古) 世史探究、日史探究、地理探究 英語探Ⅲ 教養理科 英語探Ⅲ 国探(現) 数学 国探(古) 英語探Ⅲ 思想社会 世史探究、日史探究、地理探究 教養理科 世史探究、日史探究、地理探究 国探(現) 世史探究、日史探究、地理探究 国探(古) 英語探Ⅲ

数演Ｂ 国探(現) 世史探究、日史探究 英語探Ⅲ 国探(現) 教養理科 数演Ｂ 政治経済 英語探Ⅲ 数演Ｂ 倫理 英語探Ⅲ 世史探究、日史探究 教養理科 英語探Ⅲ 世史探究、日史探究 政治経済 国探(古) 倫理 世史探究、日史探究 英語探Ⅲ 国探(古)

物理探究、生物探究 国探(現) 数学探Ⅱ 英語探Ⅲ 国探(現) 数学探Ⅱ 政治経済、地理B 英語探Ⅲ 物理探究、生物探究 地理B、倫理 英語探Ⅲ 数学探Ⅱ 物理探究、生物探究 英語探Ⅲ 理数化学 政治経済 国探(古) 倫理 理数化学 英語探Ⅲ 国探(古)

数演Ｂ 英語探Ⅲ 日史探究、世史探究 教養理科 国探(古) 教養理科 英語探Ⅲ 数演Ｂ 政治経済 英語探Ⅲ 国探(現) 倫理 数演Ｂ 日史探究、世史探究 教養理科 国探(現) 日史探究、世史探究 政治経済 英語探Ⅲ 倫理 日史探究、世史探究 国探(古) 英語探Ⅲ

物理探究、生物探究 英語探Ⅲ 国探(古) 理数化学 数学探Ⅱ 数学探Ⅱ 英語探Ⅲ 理数化学 政治経済、地理B 国探(現) 物理探究、生物探究 地理B、倫理 理数化学 英語探Ⅲ 物理探究、生物探究 数学探Ⅱ 国探(現) 政治経済 英語探Ⅲ 倫理 国探(古) 数学探Ⅱ 英語探Ⅲ

英語探Ⅲ 世史探究、日史探究 国探(古) 教養理科 国探(現) 英語探Ⅲ 数学 英語探Ⅲ 国探(古) 思想社会 世史探究、日史探究 国探(現) 世史探究、日史探究 教養理科 英語探Ⅲ 世史探究、日史探究 教養理科 国探(古)

英語探Ⅲ 世史探究、日史探究、地理探究 現代文B 教養理科 古典B 英語探Ⅲ 数学 英語探Ⅲ 思想社会 世史探究、日史探究、地理探究 英語探Ⅲ 世史探究、日史探究、地理探究 教養理科 古典B 世史探究、日史探究、地理探究 教養理科 現代文B

英語探Ⅲ 世史探究、日史探究 思想社会 古典B 教養理科 現代文B 数学 英語探Ⅲ 古典B 世史探究、日史探究 英語探Ⅲ 世史探究、日史探究 教養理科 英語探Ⅲ 世史探究、日史探究 教養理科 現代文B

英語探Ⅲ 世史探究、日史探究 古典B 教養理科 現代文B 英語探Ⅲ 数学 英語探Ⅲ 古典B 思想社会 世史探究、日史探究 英語探Ⅲ 世史探究、日史探究 教養理科 世史探究、日史探究 教養理科 現代文B

英語探Ⅲ 物理探究、生物探究 数演Ｃ、数学探Ⅱ 現代文B 理数化学 古典B 地理B、現代社会 物理探究、生物探究 英語探Ⅲ 現代文B 英語探Ⅲ 理数化学 数演Ｃ、数学探Ⅱ 地理B 古典B 英語探Ⅲ 物理探究、生物探究 数学探Ⅱ、数演Ｃ

英語探Ⅲ 物理探究、生物探究 数演Ｃ、数学探Ⅱ 現代文B 理数化学 古典B 地理B、現代社会 物理探究、生物探究 英語探Ⅲ 現代文B 英語探Ⅲ 理数化学 数演Ｃ、数学探Ⅱ 地理B 古典B 英語探Ⅲ 物理探究、生物探究 数学探Ⅱ、数演Ｃ

始礼 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 終礼 ６限 ・
8:30 9:00 10:00 11:00 13:00 14:00 15:00 15:30 ・

↓ ↓ ↓ 昼休み ↓ ↓ ↓ ・
9:45 10:45 11:45 13:45 14:45 16:15 ・

高校生は授業が３時間の日の空き時間に「保健」や「芸術」を追加する場合があります。
中学生の時間帯は左記のものと異なる場合があります。

６限はSGT（高３の探究系は一部遠隔授業）として、希望制の補講を行う場合があります。

生徒の目の疲れや機器の負担を考慮し、授業は３連続までとして空き時間を設けています。この時間を利用して課題などを取り組んでください。

● 生徒の家庭環境を調査した上で、Zoomを通した「朝と帰りのホームルーム」を実施。

● 特別時間割を作成し、Zoomを駆使した「遠隔授業」を展開。

● Zoomでのホームルームと授業に関しては、生徒と保護者にアンケートを実施し、何ができ、
 何が足りなかったのかを検証し、経験値を高める。

● Google classroomで全ての生徒とクラス担任、教科担任を結びつけ、伝達事項や教材、
 演習問題を共有。

● 中学生を対象に、「オンライン職業講話」を新設。本年度は、中高生を対象にした企画に広がる。

● 休校前から、全ての教室にプロジェクターは設置されていたが、プロジェクターを入れ替え、
 全ての教室に「スクリーン」と「スピーカー」を備えた。それらの環境を駆使し、感染症対策を
 施しながら、３回の「一日体験入学」、2000人を集めての「高校入試説明会」を実施。
● 令和３年度は、新入生は体育館で、保護者は教室にてZoomを通して参加した「入学式」を実施。

● 令和３年度は、来校回数を減らすため、入学式のあと、オリエンテーションを実施。事前に「学校
 生活ガイダンス動画」を作成し、HPにて公開し、学校生活に馴染むよう支援した。

逆風を推進力に変えて前進
コロナ禍を超えて

令和元年度
２月２５日（火）～２８日（金）学年末試験
２月２７日（木）安倍首相（当時）、全国一斉休校を求める
３月２日（月）学年末試験、答案返却日
３月３日（火）保護者と共に、体育館にて卒業式
３月３日（火）～７日（土）臨時休校
３月９日（月）～１３日（金）臨時休校を継続、主にプリントでの
 家庭学習を実施
３月１６日（月）高１年のみ、午前中登校
３月１７日（火）中学生のみ、午前中登校
３月１８日（水）高２年のみ、午前中登校
３月１９日（木）保護者会
３月２１日（土）終業式・離任式については、実施を取りやめる
３月２３日（月）～２７日（金）特別補習は中止
３月中、部活動は中止、４月より再開

令和２年度
４月７日（火）始業式・着任式は放送にて行い、入学式は
 簡素化し、新入生のみで実施
同日、安倍首相（当時）、緊急事態宣言を７都府県に発令

４月８日（水）中高１年は終日、中高２・３年は午前中登校

４月９日（木）～１０日（金）全学年午前中登校

４月１１日（土）～５月６日（水）臨時休校、部活動も中止し、
 Zoomによる遠隔授業を開始

４月１６日（木）安倍首相（当時）、緊急事態宣言の対象範囲を
 全都道府県に拡大

５月７日（木）～５月３１日（日）臨時休校及び遠隔授業を継続

６月１日（月）学校再開

特集

コロナに対応した日々の記録
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大学合格実績

コロナ禍での中学校行事
５月中旬からZｏｏｍによるオンライン授業開始
授業中は常にマスク
それでも元気な中学生

中1から中３の1年間の活動の記録

1中 2中 3中

校外に出かけることが出来なかったた
め、教室でディベートを実施。その後、
各自でその内容についてまとめ、文章
化して静岡新聞に投稿。
白川郷への自然体験教室実施できず。
代替でイエティでの日帰りスキー教室
（県内）を実施。

日本気象学会ジュニアセッション、
通常は東京で発表会があるが実施できず。
体育祭恒例のダンスは、中学生全員で練習する
際の密を避けるために中３のみで実施。
結果、非常にクオリティの高いものが完成した。
修学旅行はハワイ→沖縄→三重と変更したが
いずれも実施できず。代替で３月中旬に
三重１泊２日の研修旅行を実施。

保護者が参加せず生徒のみの入学式。
その後、５月末まで休校。
校外に出かけることが出来なかったため、
Zｏｏｍを使った職業講話を実施。
広島研修は実施（GｏTｏトラベルも使って）、　
平和・戦争について学んだ。
カルタ大会が出来なかったため、代替で
百人一首カルタ作りを実施。
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