
「グローバル教育」と「キャリア教育」の実践
東海大学は創立時より世界を視野に入れた教育機

関たることをその使命とし、グローバル化時代に先

駆けた活動をするとともに、世界平和に貢献できる

人材の育成に尽力してきました。本校も東海大学付

属校として、建学の理念に基づき、中等部３年生で

「ハワイ語学研修」、高等学校２年生では海外〔ハワ

イ・オーストラリア・ドイツ〕への「研修旅行」、ま

たクラブ単位での海外キャンプへの参加、海外の学

校やクラブチーム〔ワチラウットラグビーチーム（タ

イ）・HT16柔道チーム（ハンブルグ）・ROYAL ST. 

GEORGE’S COLLEGE（トロント）等〕と本校生徒と

の交流・研修の機会等を通して、異文化理解を深め、

英語コミュニケーション力の養成、課題解決に向

け、主体的・協働的に挑戦する力、さらに社会の変

化に十分に対応できる汎用的能力の開発に努めてき

ました。今後も、これらの取り組みをさらに充実さ

せ、将来国際社会において、外国語で堂々と意見を

述べ、議論し、建設的な社会づくりに貢献する人材

を育成するプログラムを展開します。新たな取り組

みとしては、現在行われている海外研修に加え、グ

アムの『グアム・ナショナル・オリンピック・コミ

ティ』との連携に基づく実践的英語学習を中心にオ

リンピック精神や平和について考え、学ぶ研修を11

月中旬に予定しています。また、今後積極的に外国

人留学生の受け入れも考えております。さらに、グ

ローバル企業及び東海大学から講師を招き、グロー

バル社会で活躍するために必要な能力・資質に関す

る講演会を年間数回実施したいと考えております。

次に、本年度より「キャリア教育」の実践と充実

を図るプログラムを実施いたします。「キャリア教

育」とは、一人ひとりの社会的・職業的自立を目指

し、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通

して、自らの役割の価値や自分と役割との関係を見

出す機会を促すものであります。具体的には、高校

１年次にキャリアデザイン講演会・知的財産教育・

職業適性検査・学部学科説明会等を通して、将来希

望する学部・学科の決定に繋げ、高校２年次には企

業インターワーク・学部学科説明会・卒業生による

講演会・研修旅行等を通して、将来希望する進学先

を決定し、そして高校３年次では生徒全員が希望す

る進路を実現してくれることを目標としています。

そして、これら「キャリア教育」の実践から、自ら行

動する力〔主体性〕・コミュニケーション力・チーム

ワーク力〔協調性〕といった社会で求められる能力を

育て、なりたい自分像を固め、自己実現を達成して

欲しいと願っています。

最後に、日々の授業と学校行事及びクラブ活動

等、今まで以上に充実させるとともに、この「グ

ローバル教育」と「キャリア教育」を実践することに

より、本校の目指す「高いレベルの文武両道」の実現

に繋がると確信しております。

副校長 小 寺 建 仁
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★2015年度 星河祭（10月２日～４日）

保護者の皆様へ。
６月１日から改正道路交通法が施行されました。信号無視・一時停止違反・スマホ（携帯）を使用しながら運転する

などの安全運転義務違反（傘さし運転もこれに該当します）等、14項目の悪質運転危険行為が取り締まりの対象となり
ました。３年以内に２回以上摘発された違反者は講習（受講料5,700円、受けなければ５万円以下の罰金）を受けなけ
ればなりません。自転車は便利な乗り物ではありますが、軽車両に属します。たとえば、信号無視や一時停止違反を
した場合、自動車なら数千円の反則金ですむところが、自転車の場合、懲役または罰則金（５万円以下の罰金等）に
なることもあります。くれぐれも安全運転に心がけるようご家庭でもご指導お願いします。

また、スマートフォンの普及にともない生徒達が取り込める情報は、まさに多種多様であります。また、無料ゲー
ムアプリケーションも数多く存在することは、保護者の方 も々ご承知のことだと思います。そのようなゲームアプリ
ケーションに夢中になり、学習活動をまったくしない中・高生が増加していることも事実です。また、アプリケーショ
ンによっては使用料金が発生するものもあり、高額な請求がされる場合もあります。生徒が使用する情報機器に関し
ては、フィルタリングをかけていただくことを勧めています。しかしながらスマートフォンに関しては、フィルタリング
機能の効かないものがほとんどであり、生徒に持たせることは慎重にしていただきたいと思います。是非一度、ご家
庭内で携帯電話・スマートフォンの使用に関するルール決めをしていただくようお願いします。

生徒達も夏休みは気がゆるみがちになります。興味本位で繁華街等のにぎやかな場所に出入りし、思わぬ事件・
事故に巻き込まれてしまい取り返しのつかないことにもなりかねません。そのような場所では違法薬物等が出回り、
使用した者による重大な事件も新聞・ニュース等で報じられています。そのようなことにならないよう、言葉巧みに近
づき勧められるものに手を染めることのないよう、普段から生徒の状況を十分に把握していただきたいと思います。

生徒が一人で悩んでいるような場合は一声かけていただき、話を聞いてあげて下さい。お困りの場合は、学校や
警察にご相談して下さい。生徒達が有意義な夏休みを過ごせるよう保護者と学校でサポートしていきたいと考えて
います。ご協力よろしくお願いします。

先日お知らせしました通り、以下の日程で夏期特別講座を実施します。高１総合進学、高２・高３総合
進学Ⅱ類は希望制、その他は必修となっています。しっかり集中して取り組み、さらなる学力向上を目指
してほしいと思います。特に高校３年生にとっては、受験に向けて大切な時期です。この講座を積極的に
活用し、実力アップに努めて下さい。

時間割・内容等の詳細については、配布したプリントを参照して下さい。

【高１総合進学コース】
日程：７月24日（金）～31日（金）および

８月17日（月）～20日（木）＜午前＞
科目：国語・数学・英語

【高１英数特進コース】
日程：７月24日（金）～31日（金）および

８月17日（月）～20日（木）＜午前＞
８月24日（月）・26日（水）・28日（金）

（週間特別講座）＜午後＞
科目：国語・数学・英語

【高２総合進学コースⅡ類】
日程：７月24日（金）～31日（金）および

８月17日（月）～20日（木）＜午前＞
科目：（文系）英語・国語 （理系）英語・数学

【高２総合進学コースⅠ類】
日程：７月24日（金）～31日（金）および

８月17日（月）～20日（木）＜午前＞
８月25日（火）・26日（水）＜午後＞

科目：（理系）  英語・数学・国語・化学・地理・
物理／生物

（文系）英語・数学・国語・生物基礎・
日本史／世界史

【高２英数特進コース】
日程：７月24日（金）～31日（金）および

８月17日（月）～20日（木）＜午前＞
８月24日（月）・26日（水）

（週間特別講座）＜午後＞
科目：（理系）  国語・地理・数学・物理／生物・

化学・英語
（文系）国語・日本史／世界史・数学・

生物・英語

【高３総合進学コースⅡ類】
日程：７月24日（金）～31日（金）および

８月17日（月）～20日（木）＜午前＞
８月24日（月）～26日（水）＜午後＞

科目：（文系）英語・国語・日本史／世界史
（理系）英語・数学・物理／化学／生物

【高３英数特進コース・総合進学コースⅠ類】
日程：７月24日（金）～31日（金）および

８月17日（月）～20日（木）＜午前・午後＞
８月24日（月）～28日（金）

（週間特別講座）＜午後＞
科目：（理系）  国語・地理・数学・物理／生物・

化学・英語
（文系）国語・日本史／世界史・数学・

生物基礎・化学基礎・英語

【目 的】 学習の習慣づけ、ならびに学習に対する心構えを養い、授業で習ったことはその日のうちに理解
する姿勢を育てる。

【期 日】2015年７月25日（土）～28日（火）
【場 所】本校
【備 考】  
＊  学習合宿では、集中的に学習できる環境の中で、学習に対する真摯な態度を養います。また自学自習

の習慣を身につけ、規則正しい生活の中で集中力・持続力を養うことができます。合宿を通して目標
達成の喜びを味わい、今後の学校生活における学習習慣の確立を目指します。『その日習ったことはそ
の日のうちに理解！』が合言葉です。
  本年度より学習合宿は『夏期学習強化プログラム』の一環として位置付けられ、学習合宿→自主学習

（夏休み自宅で）→夏期特別補講（８月17日～21日）の流れの中で、夏の実力強化を目指します。また、
移動時間をなくし、その時間を有効活用するため実施場所を本校としています。

８月６日から８日にかけて東海大学湘南校舎において、「学園オリンピック」スポーツ部門が開催されます。
学園オリンピックとは、学校法人東海大学が付属校の中高生を対象に若い才能の成長支援などを目的に実
施しているイベントです。

学園オリンピックのスポーツ部門には、全国に14ある付属高校から各競技の代表者約1,700人が集い、個
人・団体の成績と学年ごとの総合成績を競い合います。本校からは、剣道部、陸上競技部、サッカー部、
女子バレーボール部、ソフトテニス部が参加する予定です。本校生徒の活躍が期待されます。

いわゆる、他校で言うところの体育祭・文化祭を本校では「星河祭」と称しています。もともとは学園全
体で使われている「建学祭」という名称でしたが、開校４年目に生徒の発案により「星河祭」という呼称が使
われるようになりました。以来、私たちは「汝の希望を星につなげ」という建学の四訓の一つと、枚方・交
野が古来「天の川伝説」の地であることを見事に掛け合わせたこの素敵な呼称に愛着を覚え、毎年わくわく
するようなお祭を開催してきました。

２日は体育の部、３・４日は文化の部が行われます。
体育の部では、四団に各クラスが分かれて優勝を目指します。男らしく豪快な「のぼり棒」や「棒引き」、

動きはありませんが「マッスルパワー」は体力と精神力が見せ所、ユーモラスな動きにも人気があります。
女子の「鉄女レース」は女子生徒が粉で顔を真っ白にしながら、なりふり構わず競い合うところに人気があ
ります。

文化の部では、各クラスで出し物を考え、様々なイベントを行います。恒例となっている、高校生の模
擬店や劇、中等部のダンスなど、クラスが一団となり、１つのものを完成させていきます。

毎年、たくさんの来校者で賑わいます。生徒の家族、知り合い、地域の方々、来年本校を受験しようと
思っている小学生や中学生等々、いろいろな人が来られます。お迎えする私たちも、ご来校される人たち
も一緒に楽しい「星河祭」というひと時を楽しみたいと思っています。

★夏休みの行動に注意を！

★夏期特別講座について

★学園オリンピック（スポーツ部門）

高校教務部

今年度の夏休みは７月19日（日）～８月21日（金）、22日（土）は全校集会です。24日（月）から授業がスタート
します。今年度は８月24日（月）～28日（金）の期間は午前中４時限授業となりますが、午後に前項の夏期特
別講座または週間特別講座が開講されるコースもあります。８月31日（月）より全学年平常授業となります。
また、ほとんどの教科で夏休み明け第１回目の授業で課題提出となっています。期日までに宿題を仕上げ
てきちんと提出できるよう、計画を立てて学習して下さい。

★夏休み明けの授業について 高校教務部

★学習合宿について（対象：英数特進全学年） 中等部教務部
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研究部では、教科教育の枠を越えた「総合的な学習の時間」や「高校現代文明論」、学園内外が主催する様々
な行事についての実践と支援を行っています。４月から研究部で取り扱った行事について報告します。

（１）６月18日（木）高校２・３年生対象「知的財産教育講演会」を実施しました。

テーマ：“みんなが気付かないスポーツ界の“知的財産”－ ブランドを守る為に“ミズノ”がしていること”
という演題で、ミズノ株式会社 社長室長 水野利昭様からお話を頂きました。
内容概要は以下の通りでした。

〇オリンピックやスポーツイベントでの知的財産の重要性
〇スポーツ用品で起こっている知的財産の問題（偽物問題）
〇ブランドのロゴマークを守ることがなぜ大切なのか（ブランドとは何か）

スポーツと知的財産の関係について具体的にお話頂き、生徒たちは、興味深く聞き入っていました。

（２）６月20日（土）高校１年生「高校現代文明論 」知的財産教育分野の校内研究授業を実施しました。

テーマ：「この商品が社会を変えた～知的財産の社会的影響を考える～」
４月から２か月（７時間）情報の時間を使って生徒達が各グループのテーマに従って調べた内容を講堂で

プレゼンテーションしました。クラス予選を勝ち抜いた各班が、いろいろな種類の商品・サービス、調べ
た社会的影響のプラス面、マイナス面等についてパワーポイントを使って発表しました。

（３）学園オリンピック 文化部門について。 １次審査に６名の生徒が合格しました。

東海大学には、各付属校生徒が、文化・スポーツ分野で競い合いながら技能技量を高める“学園オリン
ピック”と呼ばれるイベントがあります。本校からは、音楽部門において、３−10児島佳奈さん（琴）・２−
２川﨑彩実さん（ピアノ）が１次審査を通過し、５月に東海大学湘南キャンパスで実施されたコンクールに
臨みました。児島さんが銅賞を、川﨑さんが銀賞を、それぞれ獲得しました。

また、他文化部門にも多くのエントリーがあり、４名の本校生徒が５～６月に行われた１次審査に合格
しました。部門・生徒名は以下の通りです。
国語部門：２−C 岡田海渡君 １−９ 日尾汐里さん
英語部門：１−８ 田中詩喜さん
芸術部門（造形）部門：３−９ 古川菜摘さん

４名の諸君は、東海大学嬬恋高原研修センター（群馬県吾妻郡嬬恋村）で開催される夏季セミナー（７月31
日～８月５日）に参加します。夏季セミナーには、１次選考を通過した生徒諸君が全国の付属高等学校、中
等部から集まり、各部門で大学の先生方の指導を受けながら切磋琢磨します。

★研究部からの報告

（１）2016年度（平成28年度）センター試験 説明会 予定
１．実施日：2015年９月３日（木）放課後・本校講堂

２．学 年：高等学校 第３学年

３．内 容：願書配布、出願等についての説明

４．センター試験受験希望者は、必ず参加のこと。

注：現役生の出願は、すべて在籍高校からの一括出願となります。

（２）高校１年 進路 スタディーサポート 予定
１．実施日：2015年８月28日（金）

２．内 容：学習状況リサーチ40分

英・数・国 各60分

（３）高校２年 進路LHR（推薦入試について）各クラス 予定
１．実施日：2015年９月３日（木）６限目

（４）高校３年 第１回 ベネッセ・駿台マーク模試 予定
１．実施日：2015年９月25日（金）

２．内 容：国語＜200点・80分＞・数学①②＜各100点・各60分＞・

英語（筆記）＜200点・80分＞・英語（リスニング）＜50点・30分＞・

地歴・公民＜各100点・各60分＞・理科＜各100点・各60分＞

３教科３科目～５教科７科目より個人選択受験験

心の中の『影』

みなさんは「あの人いやだな」とか「あの人とは合わない」とか「あの人は苦手なタイプだな」とか思うこと
があるでしょう。人間の心の中には光の当たる部分と光の当たらない『影』の部分があります。『影』は心の
中にあって、その人が認めたがらない部分です。『影』は認めたくないものなので、排除したくなります。
その認めたくない『影』を他の人に投げかけ、うつしかえて、自分にはなくて他の人にあるものとして、そ
の人をいやだと思ったり、攻撃したくなったりします。まじめな人にとっていいかげんな人は『影』にな
り、にぎやかな人にとって静かな人は『影』になります。逆に静かな人にとってにぎやかな人は『影』になり
ます。素早く行動する人は落ち着いた人にイライラしたり、攻撃したくなったりします。いじめの構造は
自分の心の『影』を他の人に投げかけ、うつしかえて、その人を攻撃、排除しようとするものです。人を攻
撃したくなった時は、その人に自分の『影』、つまり自分にとっていやな面を見ているのだと気づくことが
大事です。自分の心の中の『影』を認めて、否定したいことを否定せずに慣れ親しむことは心の成長になる
のです。

スクールカウンセラー 久保田美津代

★進路行事

★スクールカウンセラーからのメッセージ

進路指導部
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中等部 高等学校

集 記編 後

７月～９月行事予定７月～９月行事予定

今年も夏が到来しました。暑さ厳しき中、勉強、クラブに励んでいる皆さんの姿は、眩しいぐらい
です。くれぐれも熱中症には気をつけてください。では、夏休み明けの成長した皆さんの姿を期待し
ています！	 （H）

６月28日㈰～７月６日㈪
３年 ハワイ語学研修

７月６日㈪ １・２年 １～３限授業
７月７日㈫ ３年 自宅学習
７月７日㈫～９日㈭

１・２年 前期期末試験
７月８日㈬・９日㈭

３年 ３限授業
７月10日㈮・11日㈯・13日㈪・15日㈬・16日㈭・17日㈮

自宅学習
７月14日㈫ 答案返却
７月18日㈯ 全校集会
７月18日㈯午後、７月21日㈫～23日㈭

三者面談
７月20日㈪ 海の日
７月25日㈯～28日㈫

英数特進学習合宿
８月17日㈪～20日㈭

英数特進特別補講
８月22日㈯ 全校集会
８月24日㈪～28日㈮

１～４限授業
８月25日㈫ ３年思春期講演会（13：30～15：30）
８月28日㈮ ２年思春期講演会（13：30～15：30）
８月29日㈯ 平常授業
９月１日㈫～20日㈰

教育実習
９月１日㈫ 朝礼④
９月10日㈭ 課題試験（五ッ木模試）
９月12日㈯ １～３限授業
９月21日㈪ 敬老の日
９月22日㈫ 国民の休日
９月23日㈬ 秋分の日
９月29日㈫ １～４限授業・午後：星河祭準備
９月30日㈬ １・２限授業・星河祭準備（机・椅子移動）

７月４日㈯ １年 研修の旅ガイダンス（１限）
GTEC（３・４限）

７月６日㈪～９日㈭
前期期末試験

７月10日㈮・11日㈯・13日㈪・16日㈭・17日㈮
自宅学習

７月14日㈫ 答案返却
７月15日㈬ １～３年 進研記述模試
７月18日㈯ 全校集会
７月20日㈪ 海の日
７月21日㈫～23日㈭

三者面談
７月24日㈮～31日㈮

夏期特別講座（前期）
１～３年 英数特進（必須）
２・３年 総合Ⅰ類（必須）
１年 総合（希望）
２・３年 総合Ⅱ類（希望）

８月17日㈪～20日㈭
夏期特別講座（後期）
１～３年 英数特進（必須）
２・３年 総合Ⅰ類（必須）
１年 総合（希望）
２・３年 総合Ⅱ類（希望）

８月22日㈯ 全校集会
８月24日㈪～28日㈮

１～４限授業
午後
１～３年英数特進・２・３年Ⅰ類
週間特別講座
高３Ⅱ類
夏期特別講座

８月28日㈮ １年 スタディサポート（リサーチ＋３教科）
２年 思春期講演会（13：30～15：30）

８月29日㈯ 平常授業
１年 研修の旅レポートガイダンス（１限）

８月31日㈪～９月19日㈯
教育実習

９月３日㈭ ２年 進路LHR
３年 センター試験説明会（放課後）

９月12日㈯ １～３限授業
９月21日㈪ 敬老の日
９月22日㈫ 国民の休日
９月23日㈬ 秋分の日
９月25日㈮ ３年 ベネッセ駿台マーク模試
９月29日㈫ １～４限授業・午後：星河祭準備
９月30日㈬ １・２限授業・星河祭準備（机・椅子移動）
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