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『将来を考え、毎日の生活を大切に！』
　皆さんこんにちは。学園のシンボルでもある校庭の

「欅」の新緑が日差しに映え、花の香りも漂う、まさに「春
爛漫」の季節となりました。
　４月、皆さんは学年も進級し、勉強や部活動にそれぞ
れが新たな目標を掲げ、新年度のスタートを切ったこと
だと思います。私立学校である本校に入学した皆さんに
とっては、大きな環境の変化だったと思います。 皆さん
がこれから学ぶ仰星高等学校および中等部は、東海大学
の付属校の一つとして、『人づくり』の教育を目指してい
ます。
　本校では、その基礎として「文武両道」を推進し、体験
的授業の重視や行事への積極的参加を大切に考えていま
す。教室での勉強と共に、生徒会活動や部活動などで皆
さんが学ぶべきことは沢山あると思います。皆さんには、
さまざまなことへのチャレンジや体験を通して、心や身
体を鍛え、人としての感性を磨き大人へと成長して欲し
いと願っています。
　また、中学・高校時代は生き方、考え方の基礎が培われ
る大切な時期でもあり、「自立」の時でもあります。多くの
人と接していろいろなものの見方や考え方を学び、自主的・

主体的な言動ができる人に育って欲しいと思っています。
また、自分の将来をしっかり見つめ、今何をすべきかを考
え、毎日の生活を大切にして欲しいと願っています。
　仰星高校は創立27年目、中等部は14年目の比較的新し
い学校ですが、先輩諸氏の「文武両道」を目指した情熱や
頑張りによって、進学実績や部活動に確かな実績を示し、
地域に高く評価される学校に育ってきました。
　皆さんも、是非、先輩たちのように、一人ひとりが本
校での生活を目的意識を持って送り、「新しい自分発見」
に挑戦して欲しいと思います。10年後、20年後の自分の
姿を思い描き、「今、自分はどう在るべきか」を考えて生
活して欲しいと思います。
　３月初旬の新聞に13歳の少年が小学校５年生から気象
予報士の試験に挑戦して５回目にして合格したと載って
いました。幼い頃から雲の形や動きに不思議を感じ、気
象に興味を持ったそうです。受験者は4329人で合格者は
272人、合格率6.3％の狭き門だったそうです。彼は、合
格を目指して、毎日１時間の勉強を続けたそうです。目
標を持つことは生活の励みともなり、張り合いにもなり
ます。皆さんも自分にあった目標を持って意欲的に毎日
の生活を送って欲しいと思います。
　これからの世の中は、ますますグローバル化が進み、
情報がコンピュータ上を駆け巡り、英語の必要性が一層
高まる時代になると言われています。世の中は急速に大
きく変わりつつあります。これからの時代を生き抜く皆
さんは、時代の先を見極め、時代が求めるものを先取り
して学び、自分を活かして社会に貢献して欲しいと思い
ます。皆さんの頑張りを期待しています。
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前期中間試験、期末試験に向けて

2009年３月31日付けで離任された教職員 2009年４月１日付けで着任された教職員

　前期中間試験は、高校：５月25日（月）～28日（木）、中等部：５月26日（火）～28日（木）に、期末試験は、高校：７月６日（月）
～９日（木）、中等部：７月７日（火）～９日（木）に実施されます。
　試験に対して十分な準備をして取り組んで欲しいと思います。普段の授業をおろそかにして、満足のいく得点は取れない
のは当たり前のことです。本当の実力を身につけるには、「自分で勉強しよう」という前向きな姿勢が欠かせません。知識の
丸暗記や受身の授業ではなく、自分で考え、自分で学習を進めることが実力アップにつながります。テスト前だけでなく、
毎日コツコツと取り組むことを心がけてください。毎日、家庭学習の習慣をつけることが大切です。
　１年生の皆さんにとっては入学して初めての試験で、不安に感じるかも知れませんが、日頃の授業に一所懸命取り組んで
いれば心配は要りません。自信を持って高得点を目指してください。

教　　　頭 田 中 敦 夫（退職）
教　　　諭 近 藤 隆 治（退職）
非常勤講師 喜 多 雄 哉（退職）
非常勤講師 大 矢 　 敦（退職）
保健室担当 大 西 則 子（2009年４月30日付退職）

養 護 教 諭 田 中 　 麗
特 任 講 師 池 田 英 樹〔理科〕
特 任 講 師 石 田 　 翼〔英語〕
特 任 講 師 佐藤亜矢子〔国語〕
非常勤講師 村 上 　 晃〔地歴〕
非常勤講師 近 藤 恵 子〔英語〕
非常勤講師 隆辻江里子〔理科〕
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　5月13日（水）各競技が、
学年の区別なく真剣勝負
で実施されます。競技は
個人がそれぞれバスケッ
トボール、ソフトバレー
ボール、ソフトボール、
ミニサッカー、卓球のい
ずれかを選択して参加す
るクラスマッチとクラス全員で戦うドッヂボールを種
目として行ない、勝利ポイントの合計が最も多いクラ
スが総合優勝となります。
　毎年３年生が貫禄を見せて強さを示してくれますが、
２年生が各種目で大健闘をしてくれる年もあります。
１年生はクラスを結成して間もないですが、チームワー
クの良さ、気迫には驚かされます。これを機に、ます
ますクラスの団結力が高まっています。

　新学期には早速、定期健康診断を実施します。成長期
は病気に罹ると進行も早いので、心臓や腎臓の疾患の有
無を早期に発見し治療することが大切です。必ず、受診
しましょう。また、健康状況でご心配なことなどありま
したら早めに保健室にご連絡・ご相談ください。
　なお、中等部１年生と高校３年生は、はしか・風しん
の混合ワクチン（MRワクチン）接種対象年齢です。遅く
とも夏休みまでに接種を済ませておくようにしましょう。
詳細は最寄の保健センター等でご確認ください。

　５月８日（金）、
鶴見緑地の花博記
念公園で、新緑の
中でのびのびと風
景を描き、豊かな
感性を養うこと、
風景画を描くこと
で表現力を培い、
造形する力をつけることを目的として、中等部の写生大
会が行われます。１年生は風車の丘～ばら園付近、２年
生は咲くやこの花館～花桟敷付近、３年生は国際庭園～
かりんの広場付近にわかれて、各自思い思いの絵を一枚
の画用紙に描きます。

　近年増加しているパソコンや携帯によるインターネット関連の犯罪が中学生や高校生にも関連してきています。そこ
で本校では、「サイバー犯罪防止教室」を行う事で、未然にサイバー犯罪の被害者にも加害者にもならないように正しい
知識を身に付けてもらいたいと考え開催します。

　全国各地でソプラノコンサート、人権コンサートを依頼され、
開催し、自らの体験・経験をもとにした講演を交えながら、柔
らかで透明感あふれる天性の美声と豊かな歌唱力で好評を博し
ている渡辺さんのコンサートです。期待して下さい。

　６月２日（火）に毎年恒例のザ・シンフォニーホールで
の高校音楽鑑賞会を実施いたします。今年は関西の老舗
オーケストラ、大阪フィルハーモニー交響楽団の登場で
す。オーケストラの魅力たっぷりのクラシック音楽はも
ちろん、生徒による指揮者体験コーナー、本校吹奏楽部
との共演など、クラシック音楽に気軽に馴染める企画を
していただいております。なお会場座席の都合上、保護
者の方のご来場はご遠慮いただいております。

◆ 実施日　2009年５月13日（水）
◆ 場　所　枚方市市民会館
◆ 時　程　開場　13：00　　開演　13：25　
◆ 内　容　渡辺千賀子（ソプラノ歌手）
　　　　　　～小さな手のひらコンサート～

日　程 健康診断の項目 備考

４月16日㈭

（中高全学年）歯科検診・耳鼻科検診・
保健講話

（２・３年生）内科検診・尿検査（2・３
年生）身体測定

全学年
授業なし

４月17日㈮（未提出者）尿一次検査

４月23日㈭（中等部1年生、高校1年1組）眼科検診

４月28日㈫
30日㈭ 　 （有所見者のみ）尿二次検査 対象者には

連絡します

生徒健康診断について

中等部写生大会 中等部スポーツ大会

サイバー犯罪防止教室　４月23日（木）　〔中高1年生対象〕	 　

2009年度　第１回	高校生対象人権教育啓発行事

高校音楽鑑賞会　６月２日（火）　

　５月10日（日）14：00開演　京都府八幡市文化センター
で本校吹奏楽部第20回定期演奏会を行います。クラシッ
ク音楽ステージやブラックライトを使ったステージ
マーチング、ポップスステージでは、歌謡曲ヒットメ
ドレーなど盛り沢山の企画をご用意しております。入
場料は700円です。チケットのご用命は吹奏楽部員また
は顧問の藤本までご連絡ください。是非多くの方のご
来場をお待ちしています！

吹奏楽部第20回定期演奏会　５月10日（日）　

生徒指導部　
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　東海大学の発祥の地
を訪れることによって、
建学の精神のルーツを
探り、創立者が問いか
ける「人生いかに生き
るか」ということを考え
るきっかけとしたい。
　また、海洋科学博物館では「水族館の裏側探検」「海
ほたるの実験」「津波実験」や自然史博物館見学など、普
段はなかなか体験できないイベントを通じて自然の素
晴らしさを肌で感じてもらいたい。

　中等部３年生では、６月23日（火）から７月１日（水）まで東海大学ハワイインター
ナショナルカレッジを拠点に語学研修を行います。英語は「地球語」と言えるほど、
近年の国際化社会においてはますます重要になってきています。生徒達には自ら英
語を使ってできるだけ多くの体験をさせ、自分の気持ちが通じた時の喜びや視野の
広がりを感じることができれば良いと思います。この研修をきっかけに、少しでも
英語に対する興味を引き出せるようなプログラムを計画していますので楽しみに
してください。

　中等部２年は６/23～26　北海道に行ってきます。
　今年のテーマは『サバイバル～生きる力を育てよ！～』です。
　プログラムはラフティング、化石発掘にジャム作りに渓流釣りに、そして小樽散
策と。しかし、なんと言ってもプログラムのメインはファームステイ！私たち教員
の手元を離れ、何人かずつのグループに分かれ、農家に行き１泊します。
　ステイ先のホストファミリーには『食育（食に大切さ）』と『働くことの大切さ』を伝
えて欲しい。具体的には①本物の農作業というものを体験させて欲しい。②働かざ
る者喰うべからず・・・とお願いしています。
　みんな北海道の大自然を満喫しながら、一生懸命働き、働いたあとのご馳走の美味しさを体感してきてください。

中等部１年	三保宿泊研修	６月24日（水）～26日（金）	２泊３日

中等部３年　ハワイ語学研修

中等部２年　北海道体験研修

　５教科50分の学園基礎学力定着度試験が付属校生全員を対象に実施されます。高校１年生は、中学校の内容より、
高校２、３年生は、高校１、２年での学習内容より出題されます。一日一日の学習の積み重ねの成果が評価されます。
自己の学力の評価と共に、大学進学への自己進路実現にも大きなウエイトを占めます。東海大学への内部推薦をはじ
め、他大学の指定校推薦における重要な選考資料となります。
　東海大学への内部推薦の例を説明します。東海大学をはじめ、東海大学短期大学部、東海大学医療技術短期大学、
東海大学福岡短期大学、HTIC（ハワイ東海インターナショナルカレッジ）へ学校長の推薦により進学することができ
ます。推薦にあたっては、３年間の学習成績のほか、学園基礎学力定着度・総合試験や学園オリンピック（文化部門）
などの成績、生徒会活動や部活動の成果などをベースに特別推薦、奨励推薦などで入学が決定されます。具体的な手
続きとしては､ ３年生の６月に小論文試験より始まり、書類審査､ 適性審査､ 学園基礎学力総合試験を経て､ 11月上
旬に合格発表が行われます｡
　一日一日の学習の積み重ねが希望に続く道を拓くことに繋がります。この試験の重要性を理解して、真剣に取り組
んでください。

学園基礎学力定着度試験の重要性

　文部科学省は現状の学校教育の問題点の発見と改善、
全国的な義務教育の水準向上などを目的とし「全国学力
調査」を中３を対象に４月21日（火）に実施されます。
　背景として、国際学力調査による日本の子供の学力
の低下、学習意欲の低下傾向が指摘され、義務教育そ
のものの質を保証する仕組みを構築する必要があった
ということが挙げられます。この調査で児童生徒の学
力・学習状況を把握・分析することにより、教育の結果
を検証し、改善を図るとしています。
　科目は国語と数学の２科目で、それぞれ「知識」と「活
用」の２面を問うもので、全４種類の試験が行われます。

中3全国学力調査

ハワイ語学研修実行委員長　菊 池 　 聡 　

　５月８日（金）に校内球技大会が開催されます。男子は「サッカー・ソフトボール・バレーボール・バスケットボール」、
女子は「ドッチボール・バレーボール・卓球」があり、各種目にクラス代表を選出して優勝を目指します。学年関係な
く本気勝負であり、クラスが団結するイベントです。

球技大会 生徒指導部　
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　　　高校１、２年　保護者各位　　　

下記の説明会の実施について、ご案内申し上げます。
参加につきましては、事前に各学級担任までご連絡下さい。よろしくお願い申し上げます。

記
「学部およびその分野」の説明会（予定）について

１. 目　的： 「大学の各学部・学科およびその分野」の内容を理解することにより、
　　　　　　生徒自身の目指す進路の選択の幅を広げ、進路決定に役立てる。
２. 対　象：高校１年生、高校２年生とその保護者
３. 日　時：2009年６月27日（土）
　　　　　 第１部　　９：50～10：40（50分）
　　　　　　　　　　  高校１年（第１希望）+高校２年（第２希望）
　　　　　 第２部　　 11：10～12：00（50分）
　　　　　　　　　　  高校２年（第１希望）+高校１年（第２希望）
４. 場　所：高校１～２年ＨＲ教室、多目的教室、視聴覚教室、理科教室、小教室、講堂
５. 実施予定の「学部・分野」：21分野と専門学校数分野
６. 参加予定の大学：東海大学と近隣の大学・専門学校

　本年度は、ご家庭でのお子様の進路指導のコミュニケーションや進路実現の参考にして頂けます情報を保護者の
方々に提供したく存じ上げます。

４月25日（土）推薦入試説明会（14：00～15：00　本校講堂）予定
　　　　　　（東海大学内部推薦制度・他大学公募・指定校推薦制度における校内選考までの具体的な流れ等の情報提供）
５月９日（土）東海大学学園全体の説明会　講師：内田裕久　東海大学副学長
１月30日（土）お子様の進路実現研修会（仮称）　予定
　　　　　　 第１部：「家庭でのコミュニケーションの有用性」
　　　　　　　　　　「入れる大学⇒入る価値のある大学の選定のために」
　　　　　　第２部：東海大学内部推薦相談会（現在東海大学へ就学中の保護者に参加して頂き、より具体的なお話
　　　　　　　　　　が聞けますと共にご相談コーナーもご用意する予定です。）

　高校１年生は、学習状況リサーチと学力リサーチで構成される「スタディーサポート」を受験します。「スタディーサポート」
は、現在のあなたの学力の状態や学習習慣をチェックするテストです。 今、学力面や学習生活面で、自分は何をすべきなの
か、「スタディーサポート」を受験することで、今後の課題と目標が明らかになります。 スタディーサポートの受験後に次の２
種類の資料があなたの手元に届きます。
　１つ目は、成績冊子とあなた専用の問題集が配布されます。学力・学習習慣の診断結果と弱点補強のためのあなた専用のワー
クとドリルが１冊になっています。まず復習が必要な分野について、ワークとドリルに取り組むことで実力アップできます。
　２つ目は、学習法情報誌です。これは、学習法について紹介した冊子です。１年生スタート時の学習のポイントが詳しく説
明してあります。生活スタイルや進路についての考え方がわかります。つまり、今後の学習習慣について考えるための冊子です。
　学習達成度や学習状況を確認して、あなたの希望する進路実現のための生活習慣改善や学習法改善をサポートするのが「ス
タディーサポート」の第１のメリットなのです。

「スタディーサポート」について

◆ 試験日： 2009年６月１日（月）
◆ 時間割：８：35　登校
　 　　　　８：45　志望理由書の記入
　 　　　　９：00　小論文（40分）
　 　　　　９：40　後日の校長面接について（プリント配布）

2010年度付属推薦入学　小論文試験実施要項（予定）

※左記の小論文試験を受験しない高校３年
　生は、３限目より登校・授業となります。

「学部およびその分野」の説明会（予定）について

保護者対象の各種説明会について（予定）

進路指導部　
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中等部 高等学校

集後記編 後

４月～６月行事予定４月～６月行事予定
中等部 高等学校

集後記編 後

４月～６月行事予定４月～６月行事予定

卒業生を送り、新入生を迎える新たな季節がやってきました！
春は出会いの季節。新入生、在校生を含め新たなクラスに新たな友だち。この出会いを大切にし、みんなで仰星の

新しい歴史を切り拓いていこう!!（M）

４月１日㈬～２日㈭
新入生オリエンテーション

４月２日㈭ 中１保健ガイダンス 
４月８日㈬ 入学式（中等部10：00）
４月９日㈭ 始業式（対面式 着任式 表彰式）
４月10日㈮ 課題試験
４月11日㈯ 授業開始
４月16日㈭ 保健の日

新入生歓迎会（クラブ紹介）講堂
４月21日㈫ 中３全国学力調査（～５ｈ)
４月23日㈭ １年眼科健診

１年サイバー犯罪防止教室　
４月27日㈪～５月１日㈮

１～４ｈ授業
２者面談

５月８日㈮ 写生大会
５月９日㈯ 春の健康相談Ⅰ（生徒・保護者）

保護者総会
５月12日㈫ 授業参観（５～６h）
５月13日㈬ スポーツ大会
５月15日㈮ 写生大会（予備日）
５月21日㈭ 生徒総会
５月23日㈯ 人権LHR
５月25日㈪ 授業（１～３h）
５月26日㈫～28日㈭

前期中間試験
５月28日㈭ 防災訓練
６月５日㈮ 駿台模試（英数特進）
６月12日㈮ 五木模試（３年総合進学）
６月23日㈫～７月１日㈬

中３：ハワイ
６月23日㈫～６月26日㈮

中２：北海道
６月24日㈬～６月26日㈮

中１：三保
６月27日㈯ 中等部１･ ２年休校

４月１日㈫～２日㈬
新入生オリエンテーション

４月８日㈬ 入学式（高校13：30）
４月９日㈭ 始業式（対面式 着任式 表彰式）
４月10日㈮ 学園基礎学力定着度試験（全）

１年クラブ紹介
４月11日㈯ １年スタディーサポート（60分×３教科）
４月16日㈭ 保健の日

１年スタディーサポート学習状況リサーチ40分
３年推薦入試説明会（６h　講堂）　

４月18日㈯ １年高校現代文明論ガイダンス
１回目（１h 講堂・ビデオ）

４月23日㈭ １年眼科健診（１組）
１年サイバー犯罪防止教室　　

４月25日㈯ 高校１年高校現代文明論ガイダンス
２回目（１h 講堂・ビデオ＆校長講話）

４月27日㈪～５月１日㈮
１－４ｈ授業
２者面談

４月30日㈭ ３年小論文講座ガイダンス（東海）
５月２日㈯ １年高校現代文明論知財教育

ガイダンス（１h 講堂）
５月７日㈭ ３年進路LHR（ベネッセ講演会）
５月８日㈮ 球技大会
５月９日㈯ 春の健康相談Ⅰ（生徒・保護者）

保護者総会
５月10日㈰ 吹奏楽部　定期演奏会
５月12日㈫ 授業参観（５～６h）
５月13日㈬ 人権教育行事（校外）
５月14日㈭ 眼科健診（１年２組～８組）

３年進路LHR（全クラス）
５月15日㈮ 写生大会（予備日）
５月21日㈭ 生徒総会
５月25日㈪～28日㈭

前期中間試験
５月28日㈭ 防災訓練
６月１日㈪ ３年付属推薦「小論文」試験

（３年　３h ～授業）
６月２日㈫ 音楽鑑賞会
６月４日㈭ １年進路LHR（総合－適性検査・キャリア教育）
６月10日㈬ ３年進研マーク模試
６月11日㈭ １・２年東海大学学園全体説明会（講堂）（１年５h・２年６h）

６ｈ　１年知財授業⑦
６月18日㈭ 人権LHR
６月20日㈯ １年高校現代文明論校内公開研究授業

（１h 知財教育）
６月24日㈬ 遠足
６月25日㈭ 高校２・３年知財教育講演会（５・６h講堂）
６月26日㈮ １～３年進研記述模試
６月27日㈯ １・２年学部説明会　午前中

（東海大学＆さんぽう）




