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『心に、頭に、身体に、それぞれ汗を…』

　いよいよ夏休みに入りますが、今年の夏も酷暑が予想

されます。栄養補給・水分補給など、熱中症対策に留意

してください。また、先般の新型インフルエンザの件が

ありましたが、まだまだ終息したということではありま

せん。手洗いうがいの励行などの感染予防および健康管

理に気をつけて過ごしてください。

　さて、先日中等部１年生の三保宿泊研修が実施されま

した。中等部が創立されてから14年間ずっと実施されて

きた宿泊行事で、私自身は数年ぶりに同行しました。時

間を守る・挨拶・マナーなどの基本的生活習慣の大切さを

身につけ、集団の中で仲間と協力・共生していく礎を学

ぶ絶好の行事となっています。また、東海大学や建学の

地を訪れる機会にもなっています。

　東海大学湘南校舎見学の際、航空宇宙学科の航空操縦

学専攻（パイロット養成コース）のフライトシュミレー

ションを体験することができました。その時に説明・案

内してくれた方は、航空操縦学専攻の１期生（４年生）の

学生さんでした。その学生さんは１年半のアメリカノー

スダコタ大学での留学を終え、パイロット免許を取得し、

卒業にむけて最終のカリキュラムをこなしているところ

でした。明朗・聡明な好青年といった印象で、彼の説明・

案内のおかげで生徒たちも有意義で楽しい時間を過ごせ

ました。見学の最後に私はその学生さんに「パイロット

になるために大切なことは何ですか？」という質問を聞い

てみました。私は、英語力とか数学物理学といった答え

を予想していました。彼は、間髪入れず「やる気と体力

です。」と聡明な眼をして明快にかつ爽やかに答えてくれ

ました。どんなことでも、基本はやる気とその気持ちを

持続させる体力だなと改めて感じさせてくれました。

　何事を成すにも、前向きで挫けない気持ち（心）を培い、

技術や学力をつけるために智能を磨き、それらを持続さ

せるための体力を養うことが大切です。それが本学の建

学の精神でもあるように、‘心技体’或いは‘心智体’のバラ

ンスが大切なのです。この夏は、心を頭を、そして身体

を大いに鍛え、それぞれにすばらしい汗を流してください。

この夏を超えた時に、ひとまわり大きくなっている自分

になれるようにがんばってください。

　最後になりましたが、怪我や事故に気をつけて、毎日

を元気に過ごしてください。
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長期間にわたる休暇中、英数特進コースおよび総合進学Ⅰ類クラスの生徒の皆さんには特別授業に参加してもらっ
ています。本年度の夏期休暇に関しては、７月23日からの５日間と８月19日からの４日間に実施することとなりまし
た。内容的には授業の進度を進めたり、各教科の副手のための演習をしたりすることで、学力の更なる向上を目指し
たいと考えています。この機会を有効に利用して、苦手科目の克服や得意科目の更なるステップアップに繋げてもら
いたいものです。休暇期間中ではありますが、全ての生徒が前向きに取り組んでくれることを期待しています。なお、
詳しい日程や時程に関してはクラス担任からプリント等で連絡させていただきます。

夏期特別授業について（高校教務部）

◆学習合宿について（対象：英数特進全学年）	 中等教務部

【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】2009年７月25日（土）〜30日（木）
【場所】アクティプラザ琵琶

TEL�0740-25-7111
滋賀県高島市新旭町深溝西釜522

【備考】＊集合・解散は学校、移動は貸切りバスを利用します。
＊合宿では３教科（英数国）を集中的に学習します。

学習合宿では、自学自習の習慣を身につけ、学習に対する真摯な態度を養い、目標達成の喜びを味わうことで、今後
の学校生活における学習習慣を確立できます。また、規則正しい生活の中での長時間の学習により、集中力も養えます。

◆皆既日食における学園合同観測会について	 日食プロジェクト

日本国内では46年ぶりとなる皆既日食が、2009年７月22日午前10時57分ごろに鹿児島県のトカラ列島や奄美大島な
どで観測できます。東海大学では、実習観測船の「望

ぼ う

星
せ い

丸
ま る

」をトカラ列島付近に出航させ日食観測を行います。船上観
測だけでなく奄美大島等の観測拠点や全国の東海大学キャンパス・付属高等学校等をインターネットでつなぎ、全国
の日食観測の様子を共有する日食観測会を実施いたします。東海大付属仰星高等学校・中等部ではこの学園の観測会
と同時に部分日食を実際に見ていただく観測会を実施いたします。

英数特進学習合宿・日食観測　�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

夏休みの過ごし方（生徒部）　�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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保護者の皆様へ　子供さんの夏休みの行動にご注意を！

保護者の皆様へ、最近青少年が関係する凶悪な事件が多発しています。また携帯電話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、そのなかには有害なサイトも存在することはご承知であると思います。そこで
この夏休み前に有害サイトにアクセスできないようにフィルタリングをかけられることをおすすめ致します。勿論本校
は携帯電話については校内持ち込み禁止としておりますが、何らかの理由で所持している生徒は存在します。携帯電話
に関する取り決めを今一度、家庭のほうで話し合っていただければと思います。携帯電話関連の事件、事故はご承知
のように多発しております。

生徒達も夏休みは気がゆるみがちです。興味本位で繁華街のにぎやかな場所に立ち入ると、自分だけでは解決でき
ない状況に陥ることになりかねません。そのようなことを未然に防ぐために、休暇期間中も規則正しい生活を送らせ、
外泊、夜間の外出はさせないよう御指導ください。また、自分にその気はなくても事件に巻き込まれることも十分考
えられます。普段から生徒の状況を十分に把握していただき、一人で悩んでいるような場合は、保護者の方々から声
をかけていただき、学校や警察に相談するようにしてください。生徒達が有意義な夏休みを過ごせるために、保護者
と我々でサポートしていきましょう。



2009年（平成21年）７月17日発行 （3）第　29　号天　の　川

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を致します。

　	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。

　　　　　「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〜」

５月から２か月（６時間）をかけて、生徒達が各グループのテーマに従って調べた内容を各教室でプレゼンテーション
しました。「携帯電話」「カップラーメン」「コンビニエンスストア」「カラオケ」「ネットオークション」「iPod」「ETC」

「カーナビ」「大阪弁」など、いろいろな種類の商品・サービスについて社会的影響のプラス面、マイナス面を調べ、
各班が自分達の問題としていろいろな提言を行ってくれました。

　	６月25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。

　　　　　「私たちのくらしにある知的財産｣

特許庁審査業務部産業機器　主任上席審査官の山田繁和氏を講師に迎え、知的財産制度に関わるお話をして頂きました。
特許権・意匠権・著作権・商標権などの知的創造物を守る知的財産権の内容をスライドを交え、身近な例（車のデザイン・
カップめん容器の工夫・ゲーム機・ブランド品等）での説明を聞きました。進学後や社会に出てから、自分の創作したも
のや考えが誰のものか？どのような権利で守られるのか？を理解しておくことの大切さ、このことを生徒諸君は学んで
もらえたのではないでしょうか。特に高校３年生の諸君は、卒業まで１年を切っていますので、卒業後社会で活躍する
ときの参考になればと思っています。

　	学園オリンピック	文化部門	１次審査に５名の生徒が合格しました。（複数部門合格者含む）

音楽部門だけは先に４月に１次審査を終え、中等部３-Dの横田大輝君（ピアノ）が５月本選に進み銅賞に輝きました。
音楽部門以外は７月31日〜８月５日の５泊６日の日程で、群馬県吾妻郡嬬恋村の「東海大学嬬恋高原研修センター」にて
開催されます。全国の付属高等学校、中等部から１次選考を通過した生徒たちが集まり、各部門で大学の先生方の
指導を受けながら、いろいろなことにチャレンジします。数学・英語・理科・国語・知的財産・ディベート・造形の
部門があり、嬬恋高原での夏季セミナーが毎年恒例になっています。本校からはディベート部門に中等部から次の３名が
参加します。３-D 大家　剛君、３-D 藤本拓哉君 、３-D藤森　啓君です。（藤森君は数学部門の１次審査も合格して
います。）

　	世界中でたった１つの「仰星スイーツ」が登場。

昨年の中等部３年生（現高校１年生）が、知的財産
授業を通して考案した「仰星スイーツ」が、先日食堂
によって商品化され、販売されました。モモンブラン
や洋風たこ焼き、いちごと抹茶のムースやアイスと
いったスイーツは、それぞれに「仰星」「季節」「地域」
を象徴したデザインや風味が織り込まれており、ど
れも個性的で目を引くものばかりでした。期間・個数

の限定販売で好評の中、完売しました。

10月からは中等部で「知的財産教育」（総合的な学習の時間で実施）が始まり、11月は高校１年生「高校現代文明論 

研修の旅」が実施されます。これらについても今号以降で随時報告致します。

研究部からの報告

テーマ

テーマ

1

2

3

4

↑いちごと抹茶のムース(160円)↑わたパチ(180円)

↑洋風たこ焼き(160円)
↑モモンブラン(180円)
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（１）2009年度　学園基礎学力総合試験　予定　

　　１．実施日：2009年９月３日（木）
　　２．学　年：高等学校 第３学年
　　３．内　容：国語、数学、英語、理科、地歴公民
　　　　　　　　各100点、50分間、マークシート方式、但し英語はリスニングを含む。
　　４．時　程：以下の通り
 　        １時限　９：00〜９：50 　国語
 　        ２時限　10：05〜10：55 　数学
 　        ３時限　11：10〜12：00 　英語
　　　　　　　 　《　昼　食　》
 　        ４時限　13：00〜13：50 　理科
  　       ５時限　14：05〜14：55 　地歴公民

（２）2010年度（平成21年度）センター試験	説明会　予定

　　１．実施日：2009年９月３日（木）15：10〜（約40分）　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。　

（３−ア）高校３年　第1回　ベネッセ・駿台マーク模試　予定

　　１．実施日：2009年９月10日（木）
　　２．学　年：高等学校 第３学年
　　３．内　容：国語＜200点・80分＞・数学①②＜各100点・各60分＞
　　　　　　　　英語（リスニング）＜200点・80分＞英語（筆記）＜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

（３−イ）高校３年　東海大学進学希望者９月共通実力試験　予定

　　１．実施日：2009年９月10日（木）
　　２．学　年：高等学校 第３学年　東海大学進学希望者全員
　　３．内　容：国語＜50分＞・数学＜50分＞・英語＜50分＞
　　　　注：当日までに進路先が決定した者と、上記の第１回　ベネッセ・駿台マーク模試もしくは、東海大学

　　　　　　　進学希望者９月共通実力試験の受験の必要性がないと認められた者は、９月10日（木）休校となります。
　　　　　　（詳しくは、事前に担任より生徒へ個別に連絡いたします。）
　
（４）2009年度　キャリア教育講演会　予定

　　１．実施日：2009年９月17日（木）　本校講堂、各HR教室
　　２．学　年：高等学校 第１学年　　５〜６時限
　　３．内　容：自己理解、職業理解 
　　４．講　師：毎日コミュニケーションズ　布施貴規 氏　
　　　　注：保護者の方が、参加される場合は、事前に各学級担任までご連絡下さい。

進路行事（進路指導部）
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本校では、受験生や保護者の皆さん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
吹奏楽のミニコンサート、中等部では公開授業を実施するなど、趣向を凝らした説明会を開催しています。オープン
スクールでは、受験生に参加して仰星を体感してもらいます。また、中等部の女子対象説明会、枚方市市民会館で平
日の夜に行う個別入試相談会など、今年度からの新しい企画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。

テーマ：「彩れ!! 仰星パレット♡」

10月２・３・４日に星河祭が行われます。
２日は体育の部、３・４日は文化の部。
体育の部では、各クラス・団に分かれて優勝目指して頑張ります。
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」は体力と精神力の見せ所、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」は顔を真っ白にしながら、なりふり構わないレースぶりに人気があります。
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。
来校者数も年々増加しており、より活気だったものになっているので、今年も良い星河祭であるように、学校一団

となって楽しめると良いですね。
皆様の多数のご来場をお待ちいたしております。

９月26日（土）　高校音楽鑑賞会

新型インフルエンザの影響で、一旦は中止になりま
した高校音楽鑑賞会が、９月26日（土）に門真市ルミエー
ルホールで延期公演されることとなりました。オーケ
ストラは大阪フィルハーモニー交響楽団です。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。

相談室では、スクールカウンセラーが保護者の方の
ご相談もお受けしています。お子様のことで気になる
ことや心配なことはありませんか。どんなことでも遠慮
なく気軽にご相談ください。

相談を希望される方は、保健室で予約をお取りください。

◆７月・８月のカウンセラー室開設日

　久保田カウンセラー… ７月17・24日（金）、８月21・28日（金）
各日９：55〜16：10

　小川カウンセラー… ７月18・25日（土）、８月22・29日（土）
各日９：55〜13：45

※９月以降は毎週金曜日、土曜日に開設をします。

2009年度　星河祭文化の部テーマ

高校音楽鑑賞会 『相談室からのお知らせ』

中　等　部 高　校
入試説明会 ９月12日（土） ９：30 入試説明会 ９月12日（土） 14：00

11月21日（土） ９：30 11月21日（土） 14：00
オープンスクール 10月24日（土） ９：30 オープンスクール 10月24日（土） 14：00
女子対象学校説明会 10月31日（土） 14：00
プレテスト 11月７日（土） ９：50

☆	保護者対象平日個別入試相談会　　於：枚方市市民会館　◎中高共通
10月９日（金） 17：00〜20：00 12月２日（水） 17：00〜20：00

入試説明会（PR）��・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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中等部 高等学校

集後記編 後

７月～10月行事予定７月～10月行事予定
中等部 高等学校

集後記編 後

７月～10月行事予定７月～10月行事予定

　かつて、北海道には梅雨がないと言われていた。しかし、最近６月になると雨天が多く、北海道が蝦夷地と呼ばれ
ていたことにちなみ、「蝦夷梅雨」が出来たそうである。これも地球温暖化が原因であるのだろう。この話を聞き、改
めて「エコ」に取り組むべく、打ち水などをして暑さをしのいでいます。皆様も是非「エコ」に取り組んでいきましょう!!

７月18日㈯・21日㈫〜22日㈬
三者面談

７月22日㈬ 夏の健康相談Ⅱ（生徒・保護者）
皆既日食における学園合同観測会

７月25日㈯〜30日㈭
英数特進学習合宿

７月31日㈮〜８月５日㈬
学園オリンピック（スポーツ部門を除く）

８月10日㈪〜14日㈮
学校閉鎖

８月25日㈫ 全校集会
８月26日㈬ 授業開始（平常授業）
９月１日㈫ 課題試験

三測定
９月７日㈪ 朝礼④
９月10日㈭ 五木模試（１〜３年総合進学、３年英数）
９月12日㈯ 自宅学習（第１回入試説明会）
９月29日㈫ １-４h授業・午後：星河祭準備
９月30日㈬ １-２h授業・星河祭準備（机・イス移動）
10月１日㈭ 体育の部リハーサル

人権LHR
10月２日㈮ 星河祭（体育の部）
10月３日㈯〜４日㈰

星河祭（文化の部）
10月５日㈪ 振替休日（順延時１-４h授業・準備）
10月６日㈫ 後期開始式・２h-授業

（体育の部予備日）

７月18日㈯・21日㈫〜22日㈬
三者面談

７月21日㈫ 夏の健康相談Ⅱ（生徒・保護者）
７月22日㈬ 皆既日食における学園合同観測会
７月23日㈭〜28日㈫

夏期特別授業（英数特進・総合Ⅰ類）
７月31日㈮〜８月５日㈬

学園オリンピック（スポーツ部門を除く）
８月６日㈭〜８日㈯

学園オリンピック（スポーツ部門）
８月10日㈪〜14日㈮

学校閉鎖
８月19日㈬〜22日㈯

夏期特別授業（英数特進・総合Ⅰ類）
８月25日㈫ １h全校集会・２h学年集会

３h 〜通常授業
８月26日㈬ ３年他大学推薦願い締切
８月29日㈯ １年高校現代文明論研修の旅

レポートガイダンス（１h講堂）
９月３日㈭ 学園基礎学力総合試験（３年）

３年センター試験説明会（放課後）
９月10日㈭ ３年第１回ベネッセ駿台マーク模試

３年東海希望者９月共通実力試験
（英数国各50分）・２年進路LHR

９月12日㈯ 自宅学習（第１回入試説明会）
９月17日㈭ １年キャリア教育

（５〜６h講堂・各クラス）
９月26日㈯ 音楽鑑賞会
９月29日㈫ １-４h授業・午後：星河祭準備
９月30日㈬ １-２h授業・星河祭準備（机・イス移動）
10月１日㈭ 体育の部リハーサル
10月２日㈮ 星河祭（体育の部）
10月３日㈯〜４日㈰

星河祭（文化の部）
10月５日㈪ 振替休日（順延時１-４h授業・準備）
10月６日㈫ 後期開始式・２h-授業

（体育の部予備日）


