
「宇宙の渚」

この「天の川 第62号」が発刊されるころは、日本

列島も秋がすすみ、天空もますます冴えわたる季節

になっていることと思います。

さて皆さんは、「宇宙の渚」という言葉を聞いたこと

がありますか？ちょうど陸と海の境目に美しい渚が広

がっているように、地球と宇宙の間にも二つの世界が

せめぎ合うような世界が広がっています。宇宙の大

海原から打ち寄せる波が、地球の大気にさざ波を立

てているところ、青空が漆
しっ

黒
こく

の色に変わっていく、高

さ（といっていいのか？）数十kmから数百kmが「宇宙

の渚」です。地上の渚でさまざまなものが寄せては返

されるのと同じように、宇宙の渚でも、地球と宇宙の

間で絶えずやりとりが行われていることがだんだんわ

かってきました。生命への有害物質を跳ね返し、必

要な物を取り込むやりとりが、ダイナミックに行われ

ているのです。そのメッセージがオーロラや流星で

す。遠くの宇宙や足元の地球のことは深く研究も進

められていますが、この「宇宙の渚」についてはまだ

まだ分からないことがいっぱいです。私たちは物事

の真理を理解しているようで、その実全く知らない

ことが多いのです。特に自然に対しては、おごりを

捨てて謙虚に向き合わなければいけません。最近、

この高さの領域を「無
ぶ

粋
すい

な飛
ひしょうたい

翔体」が飛び交っていま

すが、渚に打ち寄せられるのは、「粗大ゴミ」ではな

く「美しい貝殻」であって欲しいものです。

これから秋が深まるにつれ、夜空もますます美し

くなってきます。「宇宙の渚」は直接には見えません

が、ぜひ夜空を見上げ、そこに広がる世界に思いを

はせてもらえればと願います。

＊「宇宙の渚」に興味を持たれた方は、

　NHKオンデマンド NHKスペシャル「宇宙の渚」（2012年放送）

書籍「宇宙の渚」 NHK出版

　をぜひご覧下さい！

　映像・写真がとてもきれいですよ。

高校教頭　鞆 安 孝 郎
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◆後期第１中間試験
　高　校：10月17日㈫～20日㈮
　中等部：10月18日㈬～20日㈮
　＊ ８月末から試験までの授業内容が出題されます。試験

範囲が広くなりますので、早めに準備をスタートさせ、
計画的に家庭学習をしてください。

◆後期第２中間試験（高３：卒業試験）
　高　校：12月５日㈫～８日㈮
　中等部：12月６日㈬～８日㈮
　＊ 高校３年生は卒業の認定が行われる大切な試験です。

十分な準備を。

■ 後期第１中間試験と後期第２中間試験（高校３年生は卒業試験）について 中・高教務部

○実施日　2017年10月24日㈫
○場　所　本校講堂
○時　程　高２・高３（３・４限目）、高１（５・６限目）
○内　容　�映画上映

（映画概要）自分が好きな小説「フェアリーゲーム」のあらすじが書いてある「レインツリーの国」と
いうサイトを見つけた主人公・向坂伸行が、登山中に滑落事故に遭ったことで両耳とも感音性難
聴になった女性・人見利香と交流を重ねていく物語。有川　浩によるヒット小説『レインツリー
の国』の実写化。出演者：玉森裕太（向坂伸行）、西内まりや（人見利香）他。2015年日本映画。

（2017年度の高校人権年間テーマは「障がい者問題」）

■ 2017年度　高校後期人権教育行事 人権教育部

■ 授業参観・クラス懇談会について 中・高教務部

10月25日㈬の５・６時限目に、全学年を対象に授業参観を実施します。生徒の学習の様子をぜひご覧頂けれ
ばと思います。また、７時限目には中等部１年生～高校２年生を対象にクラス懇談会を実施します。クラス近
況報告や保護者の皆様方の情報交換の場となればと思っております。多くの方々のご参加をお願い致します。

なお、高校３年生の７限目以降の特別講座は通常通り行います。

■ 高校現代文明論研修の旅について 研究部

11月９・10日に高校１年生対象の「高校現代文明論研修の旅」を実施します。
１日目に東海大学湘南キャンパス、２日目に清水キャンパス（海洋学部）、静岡キャンパス（短期大学部）

を訪問し、大学教員による講義・実習を体験します。
過去の「高校現代文明論研修の旅」では、生徒諸君から「大学を身近に感じた。」「講義や実験が楽しかっ

た。」等の声が寄せられています。
生徒諸君は、各自選択した講義担当者や研究室から送られてくる事前課題に９月初旬から取り組み、レ

ポートを作成します。また、旅の後も体験した研修成果をレポートにまとめます。
「高校現代文明論研修の旅」が、生徒諸君の進路選択の一助となることが期待されます。

■ 2018年度入試イベント 生徒募集対策室

本校では、受験生や保護者のみなさまに仰星の教育内容をより詳しく知っていただくために、生徒による
施設案内や吹奏楽部によるミニコンサートなど、趣向を凝らした説明会を開催しています。オープンスクー
ルでは、体験授業やクラブ体験で受験生のみなさまに仰星を体感していただきます。また、中等部のプレテ
ストや女子対象説明会などのイベントもございます。本校を希望される受験生やその保護者の方にお知らせ
いただければ幸いです。

中　等　部

入試説明会
11月 ４ 日㈯ 9 ：30

（プレテストと並行実施）
11月18日㈯ 14：00

オープンスクール 10月21日㈯ 9 ：30
第２回プレテスト 11月 ４ 日㈯ 9 ：00

高　　校

入試説明会
11月 ４ 日㈯ 14：00

11月25日㈯ 14：00

オープンスクール 10月21日㈯ 14：00

■ 冬期特別講座について
【高１英数特進コース・高２英数特進コース／総合進学コースⅠ類】

12月20日㈬～27日㈬の期間、冬期特別講座（必修）を開講します。特に高校２年生は、センター試験の１年
前であることを自覚し、本格的な受験体制に入るきっかけにしてほしいと思います。高い意識を持って参加
してください。

【高３全コース】
受験を間近に控えた高校３年生を対象に、以下の通り特別講座、および学習会を実施します。受験に向け

て頑張る生徒諸君を最後まで応援します。積極的に参加してください。

　第Ⅰ期：12月20日㈬～ 27日㈬　センター試験・私立大学入試対策
　第Ⅱ期：１月９日㈫～ 12日㈮　センター試験・私立大学入試対策
　第Ⅲ期：１月16日㈫～ 31日㈬　国公立２次・私立大学入試対策
　学習会：２月１日㈭～ 17日㈯　質問会・個別指導

　いずれの講座も、具体的な開講講座の内容は後日連絡します。

高校教務部

○日　時　2017年10月24日㈫　５・６限目
○中等部の人権教育行事は、学年別のテーマとなっています。
　１年（いじめ問題）　　２年（障がい者問題）　　３年（ネット社会と人権について）
○各学年の内容

１年　映画鑑賞
　　　・映画「青い鳥」（原作：重松　清、主演：

　　　　　阿部　寛、監督：中西健二）
　　　・メディアセンターにて実施

２年　NPO法人パラキャンによる車椅子バスケット
　　　・本校体育館アリーナで実施

３年　兵庫県立大学・竹内准教授研究室大学院生
＋KDDI社員による講演。
・パワーポイント、映像を用いて視聴覚教
　室にて実施

■ 2017年度　中等部人権教育行事 人権教育部

【日　　時】 中： 2017年11月９日㈭　６限目
 高：2017年11月２日㈭　６限目
【場　　所】� 中：講堂　　高：体育館アリーナ
【募集人員】� 中：会長１名、副会長１名、書記２名、総務２名
 高：会長１名、副会長２名、書記３名、会計２名
【立候補受付期間】� 中：2017年10月10日㈫～10月20日㈮ 13：30まで

 高：2017年10月４日㈬～10月14日㈯ 13：30まで
【受付方法・場所】� 中：立候補届出用紙に必要事項を記入し、生徒会担当教員へ提出。
 高：立候補届出用紙に必要事項を記入し、生徒会室または担任、生徒会担当教員へ提出。
生徒会役員になってそれぞれの行事を盛り上げ、様々な経験をしましょう。
特に、部活動をしていなくて時間に余裕のある人は大歓迎です。

■ 立会い演説会 中・高校生徒会
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今年の夏は世界陸上が開催されました。テレビ放映もあり、アスリートたちが己の限界を突破する姿、熱
く戦う姿に全世界が興奮しました。仰星には秋の大イベントである星河祭とマラソン大会があります。

その一つであるマラソン大会が11月15日（水）に枚方の淀川河川敷で行われます。
高校男子は12km・高校女子と中等部３年男子は８km・中等部１、２年男子と中等部女子は５kmを走りま

す。淀川河川敷はとても走りやすくマラソン大会コースにも使用されています。走る事が苦手な人も爽やか
な秋の風を感じながら楽しんでもらいたいです。全力で入賞を狙う者と完走を目指す者など個々の目標があ
りますが、自分の殻を破ってみませんか。その為に、そろそろ少しずつ走りだしてみてはいかがでしょうか？
みなさんの健闘を期待しております。

■ マラソン大会

【発表曲】

中等部の年の瀬はやはり合唱コンクール！音楽科・担任の先生方の協力のもと、クラス全体が一致団結し、
中等部の中でも最も熱の入る行事です。音楽の授業だけでなく、放課後にも教室や講堂を利用して一生懸命
練習をし、素晴らしい歌声を目指します。当日は学年の課題曲と自由曲の２曲の発表となります。皆様ぜひ
とも講堂に足をお運びいただき、熱戦をご鑑賞ください！

日　時：2017年12月18日㈪　9：20～
場　所：本校講堂
その他：当日生徒は平常登校。合唱コンクール終了後、HR、解散となります。

保護者の方もご鑑賞いただけます。
ご来校の際は、上履きをご持参ください。
お車でのご来校は、ご遠慮ください。

■ 2017年度　合唱コンクールについて 中等部

２年生課題曲 
　『自分らしく』
２年A組　自由曲
　『みんな空の下』（絢香）
２年B組　自由曲
　『愛唄』（GReeeeN）
２年C組　自由曲
　『笑顔』（いきものがかり）
＊変声期の男子が、どう克服して歌うかが見せどころです！

１年生課題曲 
　『Forever』
１年A組　自由曲
　『なんでもないや』（RADWIMPS）
１年B組　自由曲
　『キセキ』（GReeeeN）
１年C組　自由曲
　『ひまわりの約束』（秦　基博）
＊元気いっぱい！１年生にご注目ください！！

３年生課題曲 
　『あなたへ』
３年A組　自由曲
　『雨のち晴レルヤ』（ゆず）
３年B組　自由曲
　『サヨナラの意味』（乃木坂46）
３年C組　自由曲
　『愛をこめて花束を』（Superfly）
＊３年生の貫禄で、堂 ３々位までの独占なるか！？

2018年１月25日㈭13：30から５、６限の授業時間内で高校１年生の合唱コンクールを本校講堂で行います。
９月から音楽Ⅰでは、各クラス合唱に取り組んでいます。その授業での成果の発表の場である合唱コンクー
ルでは、各クラスの特色が出て、普段とは違った生徒たちの一面が見られます。保護者の方も鑑賞していた
だけます。是非ご来場ください。

■ 高校１年合唱コンクール

覚醒剤、大麻、危険ドラッグなどの薬物は、私たちの身近なところに潜んでおり、特に最近、若者の大麻乱
用が増加傾向にあります。「１回だけなら…」好奇心で始めた大麻の使用が、麻薬、覚醒剤などの乱用につなが
る恐れもあります。

そうならないためにも、薬物が心や体に与える影響や若者を薬物乱用から守る知識を持って自分で考え判断
する力や、はっきりと断る力を身に付けること。さらには、非合法薬物の怖さを知る必要があります。

そこで本校では、11月18日㈯に高校１年生を対象とした本校教員による ｢薬物乱用防止教室｣ を講堂で実施
します。なお、中等部の生徒に対しては、３年生の保健の授業内で十分時間をとって指導していきます。

■ 薬物乱用防止教室 生徒部

１年　全クラス共通
◆　時間割（実施予定教科・各100点）

８：35～　　　　SHR　受験カード記入
８：50～10：10　英語（80分）
10：20～12：00　数学（100分）
　昼休み
12：45～14：05　国語（80分）　
14：05～　　　　SHR　受験カード回収

２年　英数特進・Ⅰ類クラス
◆　時間割（実施予定教科・各100点）

８：35～　　　　SHR
８：50～10：10　国語（80分）
10：20～11：40　英語（80分）
　昼休み
12：45～14：25　数学（100分）
14：35～15：35　地歴・公民（60分）
※１＜文系＞
15：45～16：45　理科（60分）
16：45～　　　　SHR
※２＜理系＞
15：45～16：45　理科（60分）
16：55～17：55　理科（60分）
17：55～　　　　SHR

２年　Ⅱ類　理系クラス
◆　時間割（実施予定教科・各100点）

８：35～　　　　SHR
８：50～９：50　理科（60分）
10：20～11：40　英語（80分）
　昼休み
12：45～14：25　数学（100分）
14：25～　　　　SHR

２年　Ⅱ類　文系クラス
◆　時間割（実施予定教科・各100点）

８：35～　　　　SHR
８：50～10：10　国語（80分）
10：20～11：40　英語（80分）
　昼休み
12：45～13：45　地歴・公民（60分）
13：45～　　　　SHR

【実施日】　10月31日㈫　＜高校１･２年選抜クラスは、通常授業＞

■ 高校１・２年　11月進研記述模試 進路指導部

【実施日】　10月10日㈫　＜時間割は、後日連絡いたします。＞

■ 高校３年　10月第２回ベネッセ・駿台記述模試

◆　実施予定科目（下記の教科より選択受験）
国語（200点・100分）、数学（200点・100分または120分）、英語（200点・100分）、
地歴・公民（各100点・各60分）、理科（各100点・各60分）

◆　留意点：高校３年生については、すでに推薦入学等で進路が決定している生徒であっても、希望者は模擬
試験を受験することが出来ます。
なお、上記の試験を受験しない高校３年の生徒は、自宅学習となります。

【実施日】　11月７日㈫　＜時間割は、後日連絡いたします。＞

■ 高校３年　11月第３回ベネッセ・駿台マーク模試

◆　実施予定科目（下記の教科より選択受験）
国語（200点・80分）、数学１、２（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）

◆　留意点：高校３年生については、すでに推薦入学等で進路が決定している生徒であっても、希望者は模擬
試験を受験することが出来ます。
なお、上記の試験を受験しない高校３年の生徒は、自宅学習となります。
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中等部 高等学校

集後記編 後

10月～12月行事予定10月～12月行事予定

10月１日㈰ 星河祭　文化の部（２日目）
10月２日㈪ 自宅学習
10月３日㈫ 自宅学習・中学校訪問
10月４日㈬ マラソン大会前健康診断（午前）
10月５日㈭ 知的財産教育全体ガイダンス（５限講堂）
10月９日㈪ 体育の日
10月10日㈫ 朝礼⑤
10月12日㈭ 知的財産教育全体講演会（５限講堂）
10月17日㈫ １～３限授業
10月18日㈬～10月20日㈮

後期第１中間試験
10月21日㈯ 自宅学習・オープンスクール

（９：30～中等部、14：00～高校）
10月23日㈪ 第２回学校生活アンケート
10月25日㈬ 授業参観（５・６限）

保護者対象進路説明会（６限）
クラス懇談（７限）

10月26日㈭ 中等部人権教育行事
10月27日㈮ ベネッセ学力テスト（１～４限・午後授業）
11月２日㈭ 建学記念式典（６限）
11月３日㈮ 文化の日
11月４日㈯ 自宅学習

中等部プレテスト（９：00～）
中等部第２回入試説明会（９：30～）
高校第１回入試説明会（14：00～）

11月６日㈪ 建学記念の休日
11月７日㈫ 朝礼⑥
11月９日㈭ 生徒会立会演説会（６限）
11月12日㈰ 五ツ木模試（中３受験・本校会場）
11月16日㈭ １年　保健LHR（６限視聴覚・多目的）
11月18日㈯ １～４限授業　40分短縮授業

中等部第３回入試説明会（14：00～）
11月23日㈭ 勤労感謝の日
11月25日㈯ １～４限授業　40分短縮授業

高校第２回入試説明会（14：00～）
12月５日㈫ １～３限授業
12月６日㈬～12月８日㈮

後期第２中間試験
12月９日㈯・11日㈪

自宅学習
12月12日㈫ 答案返却
12月13日㈬・12月14日㈭

１～３限授業
12月15日㈮ 合唱コンクールリハーサル
12月16日㈯ 自宅学習
12月18日㈪ 合唱コンクール（講堂 ９：20～）
12月19日㈫ 全校集会
12月22日㈮ 吹奏楽部Ｘmasチャリティコンサート
12月23日㈯ 天皇誕生日

10月１日㈰ 星河祭　文化の部（２日目）
10月２日㈪ 自宅学習
10月３日㈫ 自宅学習
10月５日㈭ １・２年　進路LHR
10月９日㈪ 体育の日
10月10日㈫ ３年　ベネッセ駿台記述模試
10月12日㈭ ３年　思春期講演会（６限）
10月17日㈫～10月20日㈮

後期第１中間試験
10月20日㈮ 防災訓練
10月21日㈯ 自宅学習（本校オープンスクール）
10月23日㈪ 第２回学校生活アンケート
10月24日㈫ 人権教育行事（校内）

マラソン大会前健康診断
10月25日㈬ 授業参観（５・６限）

１・２年　クラス懇談（７限）
10月31日㈫ １・２年　進研記述模試
11月２日㈭ 建学記念式典・生徒会立会演説会（６限）
11月３日㈮ 文化の日
11月４日㈯ 自宅学習
11月６日㈪ 建学記念の休日
11月７日㈫ ３年　ベネッセ駿台マーク模試

１年　高校現代文明論の旅結団式（７限）
11月９日㈭ ３年　学園高大連携総合試験
11月９日㈭・11月10日㈮

１年　高校現代文明論研修の旅
11月11日㈯ １年　自宅学習
11月15日㈬ マラソン大会
11月16日㈭ 人権LHR
11月18日㈯ １～４限授業　40分短縮授業

１年　薬物乱用防止教室（１限）
11月23日㈭ 勤労感謝の日
11月25日㈯ １～４限授業　40分短縮授業
11月30日㈭ ２年　キャリア教育発表会（５・６限）
12月２日㈯ ２年　研修旅行保護者説明会（放課後）
12月５日㈫～12月８日㈮

３年　卒業試験
後期第２中間試験

12月９日㈯・11日㈪
自宅学習

12月12日㈫ 答案返却
12月13日㈬～12月15日㈮・18日㈪

自宅学習・三者面談
12月16日㈯ 自宅学習
12月19日㈫ 全校集会

３年　追試オリエンテーション
12月20日㈬～12月27日㈬

冬期特別講座
高３（Ⅰ期）、高１・２　英数特進、高２総合Ⅰ類

12月22日㈮ 吹奏楽部Ｘmasチャリティコンサート
12月23日㈯ 天皇誕生日

一大イベントの星河祭も終わり、気付けば空気は澄みわたり、すっかり秋の空になりました。読書
の秋、スポーツの秋、食欲の秋。皆さんはどの秋を堪能されますか。	 （Ｍ）
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