在校生保護者の皆様へ
７月 20 日（金）
「進路通信 PATH 第 25 号」
（３学年）を配布しました。
７月 21 日から夏季休業日となります。夏期講習、部活動合宿、勝山臨海合宿、夏山キャン
プなどさまざまな活動がありますが、９月３日（月）にお子様たちが元気に登校されるこ
とを願っております。暑い日が続きますが、御自愛ください。（校長 武内 彰）
７月 19 日（木）
「GLOBAL JOURNAL VOL.10」（全校）を配布しました。
７月 18 日（水）
「e-ポートフォリオ（Classi）研究におけるベネッセテストの成績利用につ
中庸 NO.15」（２学年）を配布しました。

いて」
（１学年）
、
「進路通信

７月 17 日（火）
「姉妹校ホストファミリーのお願いについて」（１学年）を配布しました。
７月 13 日（金）
「図書館だより NO.３」
（全校）を配布しました。
６月 27 日（水）
「進路通信

中庸 NO.14」
（２学年）、
「GLOBAL JOURNAL VOL.９」

（全校）を配布しました。
６月 20 日（水）
「第３学年三者面談の御案内」
（31R）を配布しました。日時希望調査票は、
７月４日（水）までに担任へ御提出ください。今後、各クラスにおいても同様の御案内を
配布してまいります。「GLOBAL JOURNAL VOL.８」（全校）を配布しました。
６月 13 日（水）
「進路通信 PATH 第 24 号」
（３学年）、
「GLOBAL JOURNAL VOL.
７」
（全校）を配布しました。
６月８日（金）
「GLOBAL

JOURNAL

VOL.６」（全校）、「図書館だより

NO.２」（全

校）を配布しました。
５月 30 日（水）
「平成 30 年度合唱祭のお知らせ」
（全校）、
「合唱祭居残り練習のお願い」
（全
校）を配布しました。居残り練習の同意書は、６月８日（金）までに担任へ御提出くださ
い。
「進路通信 中庸 NO.13」
（２学年）を配布しました。
「平成 30 年度定期健康診断結
果のお知らせ」
（全校）を配布しました。
５月 29 日（火）
「進路通信

Savoir vol.２」（１学年）を配布しました。

５月 25 日（金）
「進路通信 PATH 第 23 号」
（３学年）を配布しました。
５月 23 日（水）
「GLOBAL JOURNAL VOL.５」（全校）を配布しました。
５月 16 日（水）
「GLOBAL JOURNAL VOL.４」（全校）
、「宿泊防災訓練の実施につい

て」
（１学年）を配布しました。参加同意書は、５月 23 日（水）までに担任へ御提出くだ
さい。
５月 11 日（金）
「保健室だより～体育大会の健康管理について～」
（全校）を配布しました。
５月９日（水）「第２学年保護者会の御案内」（２学年）を配布しました。出欠票は、５月
23 日（水）までに担任へ御提出ください。
５月８日（火）
「進路通信

Savoir

vol.１」（１学年）、「第１学年保護者会の御案内」（１

学年）を配布しました。保護者会の出欠票は、５月 15 日（火）までに担任へ御提出くださ
い。
５月２日（水）
「GLOBAL

JOURNAL VOL.３」
（全校）を配布しました。

５月１日（火）「第３学年保護者会の御案内」（３学年）を配布しました。出欠票は、５月
11 日（金）までに担任へ御提出ください。
「図書館だより NO.１」（全校）を配布しまし
た。
４月 26 日（木）
「SSH だより 第１号」
（全校）を配布しました。
４月 25 日（水）
「平成 30 年度体育大会開催のお知らせ」（全校）
、「体育大会居残り練習の
お願い」
（２・３学年）を配布しました。２・３学年の居残り練習の同意書は、５月２日（水）
までに担任へ御提出ください。
「進路通信 中庸 NO.12」
（２学年）
、進路通信「PATH 第
22 号」
（３学年）を配布しました。
４月 11 日（水）
「GLOBAL JOURNAL VOL.２」（全校）を配布しました。
４月 10 日（火）
「第３学年遠足のお知らせ」
（３学年）、「第２学年遠足のお知らせ」（２学
年）、「スクールカウンセラーによる教育相談の御案内」（全校）、「保健室だより」（全校）、
「GLOBAL JOURNAL VOL.１」（全校）を配布しました。遠足の参加承諾書は、３学
年は４月 16 日（月）までに、２学年は４月 18 日（水）までに担任へ御提出ください。
４月９日（月）新入生保護者の皆様、お子様の御入学おめでとうございます。「第１学年遠
足のお知らせ」を配布しました。参加承諾書は、４月 16 日（月）までに担任へ御提出くだ
さい。

平成 30 年度が始まりました。保護者の皆様、今年度もどうぞよろしくお願いい
たします。
ここでは、全校あるいは学年単位で配布した文書についての御案内をしており
ます。

３月２３日（金）平成 29 年度修了式を行いました。この１年間、保護者の皆様にはさまざ
まところで御協力を賜りました。誠にありがとうございました。平成 30 年度始業式は、４
月６日（金）となります。
「進路通信 中庸 NO.11」（１学年）を配布しました。「進路通
信 PATH 第 21 号」
（２学年）を配布しました。
３月２２日（木）
「第２学年保護者会のお知らせ」（２学年）、「東京都立日比谷高等学校入
学式の御案内」
（新入生）を配布しました。２学年保護者会の出欠票は、４月６日（金）ま
でに担任へ御提出ください。
３月２０日（火）
「ＳＳＨだより 第７号」（１・２学年）を配布しました。
３月１９日（月）
「GLOBAL JOURNAL VOL.20」（１・２学年）を配布しました。
３月１４日（水）
「GLOBAL JOURNAL VOL.19」（１・２学年）を配布しました。
３月９日（金）
「平成２９年度 学校評価アンケート集計結果」
（３学年）を配布しました。
第３学年保護者の皆様、お子様の御卒業おめでとうございます。これまでさまざまな教育
活動への御理解と御協力を誠にありがとうございました。お子様の更なる御活躍を祈念し
ております。
３月７日（水）
「図書館だより NO.９」（１・２学年）を配布しました。
３月６日（火）「平成２９年度

学校評価アンケート集計結果」（１・２学年）、「進路通信

PATH 第 20 号」
（２学年）を配布しました。
２月２８日（水）
「GLOBAL JOURNAL VOL.18」（１・２学年）を配布しました。
２月２１日（水）
「進路通信

中庸 NO.10」（１学年）を配布しました。

２月１６日（金）
「GLOBAL JOURNAL VOL.17」（１・２学年）を配布しました。
２月７日（水）「平成２９年度

後期生徒による授業評価結果」（１・２学年）を配布しま

した。
２月２日（金）
「GLOBAL

JOURNAL VOL.16」（１・２学年）を配布しました。

１月３０日（火）
「進路通信 PATH 第 19 号」（２学年）、「図書館だより NO.8」
（１・
２学年）を配布しました。
１月２４日（水）
「進路通信

中庸 NO.９」（１学年）を配布しました。

１月２３日（火）
「平成２９年度 東京都立日比谷高等学校ＳＳＨスーパーサイエンスハイ

スクール成果報告会の御案内」
（１・２学年）を配布しました。
１月２２日（月）大雪のため、午後５時完全下校としました。居住地域によって交通機関
が途絶する恐れのある生徒については、午後３時１０分の時点で速やかに下校するように
伝達しました。明朝には、雪や路面の凍結による転倒等に注意して登校するように促して
いただけると幸いです。
１月２２日（月）「平成２９年度

修学旅行のお知らせ」（２学年）を配布しました。参加

承諾書と事前健康調査は、１月２９日（月）までに担任へ御提出ください。
１月１９日（金）「入学者選抜にかかわる時間割変更等のお知らせ」（全校）を配布しまし
た。
１月１５日（月）
「インフルエンザの流行と対応について」（全学年）、「第７０回卒業証書
授与式のお知らせ」
（３学年）を配布しました。
１月１０日（水）「第１学年保護者会の御案内」（１学年）を配布しました。出欠票は、１
月２４日（水）までに担任へ御提出ください。
１月９日（火）「第２学年保護者会の御案内」（２学年）を配布しました。出欠票は、１月
１７日（水）までに担任へ御提出ください。
「平成２９年度 第３学年 後期授業評価の集
計結果」
（３学年）を配布しました。「GLOBAL JOURNAL VOL.15」（全校）を配布し
ました。
１２月２２日（金）
「GLOBAL JOURNAL VOL.14」
（全校）を配布しました。
１２月２０日（水）
「進路通信 PATH 第 18 号」
（２学年）
、
「進路通信 中庸 NO.8」
（１
学年）を配布しました。
１２月１８日（月）
「図書館だより NO.７」（全校）を配布しました。
１２月１２日（火）
「GLOBAL JOURNAL VOL.13」
（全校）を配布しました。
１２月６日（水）
「GLOBAL JOURNAL VOL.12」（全校）を配布しました。
１２月５日（火）
「保健室だより～受験生の健康管理について（５）」
（３学年）、
「進路通信
夢 第 16 号」
（３学年）
、
「進路通信 PATH 第 17 号」（２学年）を配布しました。
１１月２９日（水）保護者の皆様へのお願いです。学校評価アンケートの提出締め切り日
が１２月１日（金）となっております。お忙しい中恐縮ですが、御協力をお願いいたしま
す。

１１月２８日（火）
「ＳＳＨだより 第６号」
（全校）を配布しました。
１１月２２日（水）
「GLOBAL JOURNAL VOL.11」
（全校）
、
「進路通信 中庸 NO.7」
（１学年）を配布しました。
１１月１５日（水）「GLOBAL

JOURNAL

VOL.10」（全校）、「図書館だより

NO.6」

（全校）
、
「保健室だより～受験生の健康管理について（４）」
（３学年）を配布しました。
１１月１３日（月）
「第３学年特別時間割講座について」
（３学年）を配布しました。
１１月２日（木）
「ＳＳＨだより 第５号」（全校）を配布しました。
１０月３１日（火）
「進路通信 PATH 第 16 号」
（２学年）を配布しました。
１０月２５日（水）
「保健室だより～受験生の健康管理について（３）～」（３学年）を配
布しました。
１０月２３日（月）
「平成２９年度スキー教室のお知らせ」（１学年）を配布しました。
本日は、暴風警報発令のため２時限目より授業を行いました。
１０月２０日（金）
「GLOBAL JOURNAL VOL.9」（全校）、
「ケンブリッジ英語検定の
校内実施について」
（１・２学年）を配布しました。
１０月１１日（木）
「図書館だより NO.５」
（全校）、
「進路通信 第１５号」
（３学年）、
「進
路通信 中庸 NO.６」
（１学年）を配布しました。
１０月１０日（火）
「保健室だより 歯科健康相談のお知らせ」（全校）を配布しました。
相談を希望する場合は、希望票を１０月２０日（金）までに保健室へ提出してください。
１０月６日（金）
「保健室だより~受験生の健康管理について（２）~」（３学年）を配布し
ました。
１０月５日（木）「Ｊ－アラートによるミサイル発射情報に対する対応について」（全校）
を配布しました。
１０月４日（水）
「GLOBAL JOURNAL VOL.8」（全校）を配布しました。
１０月２日（月）「GLOBAL

JOURNAL

VOL.7」（全校）、「学年保護者会のお知らせ」

（３学年）を配布しました。３学年保護者会の出欠票は、１０月１０日（火）までに担任
へ御提出ください。
９月２９日（金）
「前期成績通知表」
（全校）、
「進路通信 PATH 第１５号」
（２学年）
、
「進

路通信 第１４号」
（３学年）、
「生徒による授業評価集計結果」（全校）を配布しました。
９月２１日（木）
「ＳＳＨだより 海外特集号」
（全校）
、
「GLOBAL JOURNAL VOL.6」
（全校）を配布しました。
９月２０日（水）「第２学年保護者会の御案内」（２学年）を配布しました。出欠票は１０
月２日（月）までに担任へ御提出ください。「GLOBAL JOURNAL VOL.5」（全校）を
配布しました。
９月１４日（水）
「ＳＳＨだより 第４号」
（全校）、
「図書館だより NO.4」
（全校）、
「保健
室だより～受験生の健康管理について（１）」
（３学年）、
「進路通信 中庸 NO.5」
（１学年）
を配布しました。
９月１２日（火）
「ＳＳＨだより 第３号」（全校）を配布しました。
９月８日（金）「平成２９年度

星陵祭のお知らせ」（全校）を配布しました。居残り練習

の承諾書は、９月１５日（金）までに担任へ御提出ください。
９月１日（金）「第２学年

後期数学演習Ⅲ開講のお知らせ」（２学年）、「本校における室

内化学物質測定結果のお知らせ」
（全校）を配布しました。
７月２０日（木）
「ＳＳＨだより 第２号」（全校）
、
「進路通信 第１３号」
（３学年）、
「進
路通信 中庸 NO.4」
（１学年）を配布しました。明日から夏季休業日となります。学習、
星陵祭準備、部活動、校外宿泊行事などさまざまな取組を経て、９月１日に元気に登校し
てくれることを願っております。
７月１４日（金）
「図書館だより NO.３」
（全校）を配布しました。
７月１２日（水）
「進路通信 PATH 第１４号」
（２学年）、
「GLOBAL JOURNAL VOL.
４」
（全校）を配布しました。
６月３０日（金）
「進路通信 PATH 第１３号」
（２学年）を配布しました。
６月２８日（水）「平成２９年度星陵祭における写真と氏名掲載に関する御協力のお願い」
（全校）を配布しました。承諾書は７月７日（金）までに担任へ御提出ください。
６月２１日（水）
「GLOBAL JOURNAL VOL.3」
（全校）
、
「進路通信 中庸 NO.3」
（１
学年）を配布しました。
６月１９日（月）「第２学年

三者面談の御案内」（２学年）を配布しました。三者面談日

時希望調査票は、７月５日（水）までに担任へ御提出ください。
「定期考査通知表」
（全校）
を配布しました。お子様の前期中間考査の得点結果について御確認ください。

６月１４日（水）「夏季宿泊行事事前健康調査」（１・２学年）を配布しました。夏季休業
日中の宿泊行事・合宿に参加する場合には、保護者による記入欄への御記入・押印をして
いただき、各行事担当者又は各部活動顧問へ６月２１日（水）までに御提出ください。
「図書館だより NO.2」
（全校）を配布しました。
６月９日（金）
「就学支援金関係書類」（全校）を水色の封筒に入れて配布しました。
６月８日（木）
「平成２９年度 夏季校外行事お知らせ」
（１学年）を配布しました。
６月１日（木）「合唱祭居残り練習のお願い」（全校）を配布しました。同意書は、６月９
日（金）までに担任へ御提出ください。
５月３１日（水）
「GLOBAL JOURNAL VOL.2」（全校）
、「平成２９年度定期健康診断
結果のお知らせ」
（全校）を配布しました。
５月３０日（火）
「平成２９年度合唱祭のお知らせ」
（全校）を配布しました。
５月２４日（水）「夏制服承り会のお知らせ」（１学年）を配布しました。２学年・３学年
には同様のお知らせを教室掲示しました。
「進路通信 PATH 第１２号」
（２学年）を配布
しました。
「進路通信 第１１号」
（３学年）を配布しました。
５月１７日（水）
「平成２９年度学年積立金会計予算書」
（全校）
、
「進路通信 中庸 NO.2」
（１学年）を配布しました。
５月１６日（火）は、
「体育大会」を本校グラウンドで開催します。午前９時に開会式を行
い、午後３時１０分に閉会式を行う予定です。十分な保護者席を確保することができない
ため、御不便をおかけしますが、全校生徒の懸命な姿を御覧ください。当日は警備の都合
上、正門は閉じておりますので、通用門（メキシコ大使館側）を御利用ください。なお、
一般公開はしておりませんので、御承知おきください。
５月１２日（金）
「ＳＳＨだより 第１号」（全校）を配布しました。
５月１０日（水）「宿泊防災訓練の実施について」（１学年）を配布しました。参加同意書
は５月１７日（水）までに担任へ御提出ください。
５月８日（月）「第２学年保護者会の御案内」（２学年）を配布しました。出欠票は、５月
１７日（水）までに担任へ御提出ください。
５月１日（月）
「図書館だより NO.1」
（全校）、
「第３学年保護者会のお知らせ」
（３学年）、
「第１学年保護者会の御案内」
（１学年）を配布しました。保護者会出欠票は、第１学年は
５月１０日（水）まで、第３学年は５月１７日（水）までに担任へ御提出ください。

４月２６日（水）
「進路通信 PATH 第１１号」
（２学年）、
「平成２９年度体育大会開催の
お知らせ」（全校）
、「体育大会居残り練習のお願い」（２・３学年）を配布しました。居残
り練習の同意書は、５月２日（火）までに担任へ御提出ください。
４月２０日（木）
「GLOBAL JOURNAL VOL.1」（全校）を配布しました。
４月１９日（水）
「第３学年

進路通信 第１０号」
（３学年）、
「第１学年 進路通信

中庸 ＮＯ．１」
（１学年）
、
「授業公開についてのお知らせ」
（全校）を配布しました。
４月１０日（月）
「スクールカウンセラーによる教育相談の御案内」（全校）、「保健室だよ
り」（全校）、
「第２学年遠足のお知らせ」（２学年）を配布しました。第２学年遠足の参加
承諾書は、４月１４日（金）までに担任へ御提出ください。
４月７日（金）「写真利用等に関する御協力のお願い」（１学年）、「就学支援金書類の提出
について」
（１学年）
、
「平成２９年度 第２学年積立金会計予算書及び平成２８年度 第１
学年積立金会計決算書」
（２学年）を配布しました。
４月６日（木）「第３学年遠足のお知らせ」（３学年）を配布しました。参加承諾書は、４
月１９日（水）までに担任へ御提出ください。
「平成２９年度 第３学年積立金会計予算書
及び平成２８年度 第２学年積立金会計決算書」
（３学年）を配布しました。

平成２９年度が始まりました。保護者の皆様、今年度もどうぞよろしくお願い
いたします。
ここでは、全校あるいは学年単位で配布した文書についての御案内をしており
ます。

