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井上康生（元柔道世界チャン
ピオン）が本校にやってくる

高校教頭　小 寺 建 仁

史上最多の204の国と地域が参加した北京オリ

ンピックは、８月25日に閉会式が行われ、幕を閉

じた。選手たちの国の代表としての誇りと責任感、

また各人の能力への限界に挑戦する必死な姿を見

て、感動し、共感し、人生における勇気とやる気

をもらった人は私だけではないと思う。４年に一

度のスポーツ界最大のイベントに出場するために

は、日頃の激しいトレーニングとレベルの高いモ

チベーションの維持が不可欠であり、その間の怪

我や挫折、不安との戦い、またライバルとの直接

対決に勝たなければならないプレッシャーといっ

た多くの苦難、困難を乗り越えて、初めて代表と

なるのである。私は、オリンピックで勝った負け

たことよりも、それまでに至る多くの困難を努力

によって乗り越えた上、国の誇りと代表としての

責任感に満ち溢れて競技している選手たちの姿に

大いなる賞賛とその姿を見せてもらえる喜びと感

謝の気持ちで一杯になる。

ここで、北京オリンピック出場に向けて挑戦し

た一人の選手を紹介したい。その選手とは今年の

４月に競技生活を引退した柔道の「井上康生」であ

る。彼は二大会前のシドニーオリンピックの柔道

競技100㎏以下級で全試合１本勝ちで金メダルを

とった選手である。彼は日本チャンピオンとなり、

世界選手権で優勝し、そしてオリンピックチャン

ピオンとなり、名実ともに日本だけでなく世界の

柔道界のトップの座に君臨した選手である。人

間、その道の頂点を極めるとどこに目標を置いて

頑張ればいいのか、迷い始める。また、頂点を極

めた選手がその後に負けを経験することによるモ

チベーションのコントロールの難しさ、まして

や、若くして世界のトップを経験した選手は、「こ

れでよし、もういい、もう充分」という気持ちに

なるものである。しかし、彼は世界チャンピオン

となった後も、幾多の困難と戦いながら、自分の

柔道に対する挑戦を８年間も続けた。体力の限界

とともに、怪我や挫折を経験し、もう一度世界の

トップになって自分の柔道の完成に近づけたいと

いう、強い思いで戦い続けた。結果、最終選考会

で負けて代表の座は譲ったが、その最後の試合を

終えた後の彼の姿、顔つきの何とさわやかなこと

か。柔道の競技面において、「やり終えた」という

充実感、満足感というものを感じさせた。一つの

ことをあきらめずにやり終えることができた人間

の顔であった。これからの彼は、競技から離れて、

柔道の本質である教育の伝道者への道を究める一

人になると確信している。

私は、生徒諸君に言いたい。「井上康生」が戦い

続けた姿、戦いをやり終えた姿、そして、これか

らの「井上康生」の姿こそが、人生の教科書になる

と。その「井上康生」が10月31日㈮「特別講演」の講

師として本校にやってくる。仰星の全生徒のため

に自分の今までの姿を伝えに来るのである。ぜひ、

期待してもらいたい。中等部１年生から高等学校

３年生の皆に「井上康生」を知ってもらいたい。
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本年度から、試験の日程が年間４回から５回に変更になったのはご存知の通りだと思います。後期第１中
間試験が高校は10月20日から、中等部は21日から、第２中間試験が高校は12月９日から、中等部は10日から
実施されます。回数の増加に伴い、試験範囲も狭くなっているわけですから全範囲に目を通し、十分な準備
を心がけてください。また、昨年まで２・３年生の皆さんは夏休みを挟んだ試験範囲で苦労したと思いますが、
今年は８月末から始まった授業の内容をしっかり学習し、日頃の学習の成果を発揮してくれることを期待し
ています。成績を向上させるには、学習計画をたてて、家庭学習の時間をしっかり確保することが大切です。

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

受験生には、オープンスクールやプレテスト（中等部）に参加して仰
星を体感してもらいます。また、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のミニコンサート、
中等部ではプレテスト解説会、高校では入試解説会を実施するなど、
趣向を凝らした説明会を開催しています。

中　等　部 高　校
オープンスクール 10月25日㈯　９：30 オープンスクール 10月25日㈯　14：00
プレテスト 11月８日㈯
入試説明会 11月22日㈯　９：30 入試説明会 11月22日㈯　14：00

オープンスクール・プレテストについて 生徒募集対策室

高校１・２年　11月進研模試＝総合学力テスト（2007年度受験者数43.0万人） 進路指導部

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）　
14：35〜15：25　社　　会（50分）
15：35〜16：25　理　　科（50分）
16：25〜　　　　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
12：45〜13：35　社　　会（50分）
13：35〜　　　　SHR

実施日：11月７日㈮　　　＜高校１･２年選抜クラスは、通常授業＞
２年　Ⅱ類　理系クラス
◆時間割（実施予定教科・各100点）
８：35〜　　　　SHR
８：50〜９：40　理　　科（50分）
10：20〜11：40　英　　語（80分）
昼休み
12：45〜14：25　数　　学（100分）
14：25〜　　　　SHR

高校３年　10月第２回ベネッセ・駿
台記述模試（2007年度受験者数31.1万人）
実施日：10月10日㈮　時間割は、後日

連絡いたします。
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。

高校３年　11月第３回ベネッセ・駿
台マーク模試（2007年度受験者数24.7万人）

実施日：11月７日㈮　時間割は、後日
連絡いたします。

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）
※ICプレーヤー対応模試

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。

高校３年　12月　
◆大学入試センター試験プレテスト（別
途受験料徴収）
実施日：12月14日㈰外部会場受験　
対象者：センター試験受験者

◆センター直前模試（別途受験料徴収）
実施日：12月25日㈭・26日㈮　本校実施
対象者：センター試験受験者
時間割・教科：センター試験に準じて実施。
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11月13・14日の１泊２日で高校１年生対象に
「高校現代文明論研修の旅」を実施します。
この行事は、１日目に東海大学湘南キャンパ
ス全学部及び医療技術短期大学を、２日目に清
水キャンパス（海洋学部）、沼津キャンパス（開
発工学部）、静岡キャンパス（短期大学部）を訪
問し、全体で92研究室を開放して頂いて、高校
１年生372名が研究室体験を通して、大学の社
会的使命や貢献を理解し、将来の進路選択の一
助となるように実施しています。
今年で５回目を迎え、年々充実した内容にな

っております。特にこの行事は、平成17・18年
度に新たな高大連携教育のあり方を提言した先
進的な取り組みであるとして、文部科学省から
「教育改革推進モデル事業」に採択されました。
生徒達は９月から約１ヶ月半をかけて、大学

から送られてきた事前学習課題に取り組み、レ
ポートを作成します。このレポート作成の事前
学習を通して研究室体験に必要な知識を蓄えて
行事に臨みます。そして、帰校後も体験した研
修成果をレポートにまとめて提出し、年度末に
は「研修報告書」を発刊致します。

高校現代文明論研修の旅について 研究部

秋の仰星イベントと言えば、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18日㈫に
枚方の淀川河川敷で行われます。
高校男子は12㎞・高校女子と中等部３年男子
は８㎞・中等部１、２年男子と中等部女子は５
㎞を走ります。最初は嫌がる子達も多いですが、

実際走ってみると楽しいものであり、全力で入
賞を狙う者と完走を目指す者など個々の目標を
目指して楽しんで走ります。
それでは生徒のみなさんはそろそろ準備のた

めに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 体育科

本年度より高校１、２年生の英数特進クラス
を対象に学習合宿を予定しています。12月25日
〜27日の忙しい時期となりますが、実りのある素
晴らしい合宿にしていきたいと思っています。
合宿中は重要科目を徹底して反復学習すると
ともに、自ら意欲的に学んで課題に挑戦する姿
勢を身につけてもらいたいと思います。

また、高校１、２年生としてこの時期どうす
べきなのか、特に２年生は３年生になるまでの
残り数ヶ月で受験生としてのベースをどう構築
して行くかを外部講師を招聘して詳細な資料を
もとに勉強します。
国公立大学への合格を目指し、高い目標を

持って参加してください。

英数特進クラス学習合宿について〔高校〕 英数特進委員会

今年で、第13回の合唱コンクールが行われます。昨年より１ヶ
月早い開催となりました。この行事は、生徒、音楽科・担任の
先生方の協力の下、毎年、盛大に行われます。現在は、授業の
中での歌唱・伴奏指導をしていただいたり、放課後は教室や講
堂を利用して、よりよいハーモニーになるよう懸命に各クラス
練習しております。クラスによっては、早朝練習で朝から大き
な歌声が聞こえる場面みられます。各学年とも、課題曲と自由
曲の発表となります。これまでの練習の成果が出せるよう取り
組んでまいります。当日、皆様ぜひともご鑑賞ください。
日時：2008年11月14日㈮　9：00 〜
場所：本校講堂

2008年度　合唱コンクールについて 中等部



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

星河祭が終わり、もうすぐ第１中間試験が始まる時期になりました。しかし、他にもさまざまな
イベントが残っています！この星河祭でクラスの団結力が増したことだと思います。この「クラス
の団結力」を使い、残りのイベントや学校生活を頑張っていこう‼� （Ｍ）
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10月７日㈫ 後期開始式・２h〜授業（体育の部予備日）
10月８日㈬ （振替休日予備日）
10月９日㈭ 朝礼⑤
10月13日㈪ 体育の日
10月20日㈪ １〜３h�授業
10月21日㈫〜23日㈭

後期第１中間試験
10月25日㈯ 自宅学習

オープンスクール
10月30日㈭ 人権教育行事
10月31日㈮ 井上康生講演会
11月１日㈯ １〜３h授業・４h建学記念式典
11月３日㈪ 文化の日
11月４日㈫ 建学記念の休日
11月６日㈭ 立ち会い演説会（LHR）
11月８日㈯ プレテスト・自宅学習
11月12日㈬ 合唱コンクールリハーサル（７ｈ〜）
11月13日㈭ 合唱コンクールリハーサル（４ｈ〜）
11月14日㈮ 合唱コンクール
11月16日㈰ 五木模試（３年総合進学参加）
11月17日㈪ 朝礼⑥
11月18日㈫ マラソン大会
11月19日㈬ 駿台模試（英数特進）
11月22日㈯ 自宅学習

入試説明会
11月23日㈰ 勤労感謝の日
11月24日㈪ 振替休日
11月26日㈬ 授業参観（５〜６h）
11月29日㈯ 人権教育LHR
12月９日㈫ １〜３h�授業
12月10日㈬〜12日㈮

後期第２中間試験
12月12日㈮ 中２保健講話
12月13日㈯ 自宅学習
12月15日㈪ １〜４h�授業
12月16日㈫ 答案返却
12月17日㈬ １〜４h�授業
12月18日㈭ １〜４h�授業
12月19日㈮ １〜４h�授業
12月20日㈯ 授業

午後：三者面談（該当者）
12月22日㈪ 全校集会

午後：三者面談（該当者）
12月23日㈫ 天皇誕生日
12月24日㈬ 冬休み〜

10月７日㈫ 後期開始式・２h〜授業（体育の部予備日）
10月８日㈬ （振替休日予備日）
10月９日㈭ １年進路LHR
10月10日㈮ ３年第２回ベネッセ駿台記述模試
10月13日㈪ 体育の日
10月20日㈪〜23日㈭

後期第１中間試験
10月25日㈯ 自宅学習

オープンスクール
10月29日㈬ 人権教育行事（校内）
10月31日㈮ 井上康生講演会
11月１日㈯ １〜３h授業・４h建学記念式典

１年　高校現代文明論講演会（３h講堂）
11月３日㈪ 文化の日
11月４日㈫ 建学記念の休日
11月５日㈬ 付属推薦合格発表（保護者説明会）
11月６日㈭ 立ち会い演説会（LHR）
11月７日㈮ １・２年進研記述模試

３年第３回ベネッセ駿台マーク模試
11月15日㈯ １年自宅学習
11月18日㈫ マラソン大会
11月20日㈭ 人権教育LHR
11月22日㈯ 自宅学習

入試説明会
11月23日㈰ 勤労感謝の日
11月24日㈪ 振替休日
11月26日㈬ 授業参観（５〜６h）
12月９日㈫〜12日㈮

後期第２中間試験・卒業試験
12月13日㈯ 自宅学習
12月15日㈪ １・２年キャリア教育（午前中）
12月16日㈫ 答案返却
12月17日㈬ 自宅学習

午前：三者面談（１・２年）
12月18日㈭ 自宅学習

三者面談（１・２年）
12月19日㈮ 自宅学習

午前：三者面談（１・２年）
12月20日㈯ 自宅学習

三者面談（１・２年）
12月22日㈪ 全校集会

午後：三者面談（１・２年）・３年追試オリテ
12月23日㈫ 天皇誕生日
12月24日㈬ 冬休み〜


