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高校教頭　小 寺 建 仁

いよいよ、2009年度の後期がスタートしました。

生徒諸君にはそのスタートに当たり、学校生活の

１番の思い出ともなり、また大変楽しみにしてい

た星河祭文化の部を新型インフルエンザ感染拡大

防止の観点から中止せざるを得なかったことにつ

いては、生徒諸君の健康管理・感染防止のためと

はいえ、大変残念であり、生徒諸君の気持ちを考

えると断腸の思いの決断でありました。しかし、

生徒諸君はその辛い思いに見事、立ち直り、その

後も明るく、元気で学校生活を送ってくれたこと

に、私たち教職員は「さすが仰星の生徒たちや！」

と改めて本校の生徒たちの心の強さを確認し、ま

た誇りに思いました。これからも、辛いこと、残

念なことに打ち勝って、前向きに、明るく、立派

に、人生を歩んで欲しいと思います。

さて、話題を変えて、最近読んだ本の１ページ

を紹介したいと思います。本の名前は『道元「禅」

の言葉』（著：境野勝悟）というもので、その中に、

次のような文章があります。

上の文章を読んで、私は、「善く生きる」ことのヒントがつまった文章のように思います。

生徒諸君はいかが！
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本当に大切なことは、だれにも教えてもらえない

霊雲禅師（唐代の人）は、30年もの長い間、悟りを求めて座禅をくんで修行をした。が、何ら得た
ものがなかった。

彼は、新しい師を求めて、旅に出た。いくら修行しても、師が何も教えてくれない。それが不満だっ
た。もっとよく教えてくれる師が欲しかった。

彼は、ある山のふもとへ来た。少し小高い丘から、人里の景色を眺めた。時は春であった。一面
に咲く桃の花を見つめていた。「ああ、美しい桃の花だ」

彼はかつて、こんなにしみじみと、桃の花を見つめたことはなかった。「ああ、何と美しい」と、
ふと声に出したとたんハッと気がついた。どうしていままで、花が美しく見えることのすばらしさ
に気がつかなかったのであろう。尊いものは人からもらうものではない。人から教わるものでもない。
自分にある尊さを、自分で発見することだった。
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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

入試イベントのお知らせ

立会い演説会

中高教務部

生徒募集対策室

中・高校生徒会

　後期第１中間試験が高校は10月20日、中等部は21日から、第２中間試験が高校は12月８日から、
中等部は９日から実施されます。後期は10月からスタートしますが、後期第１中間試験は８月末か
ら試験までの授業内容から出題されます。早めに出題範囲を確認し、しっかり学習して日頃の学習
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。

　今秋の入試イベントについて、オープンスクールやプレテスト（中等部）を実施し、受験生に参
加して仰星を体感してもらいます。また、中等部では女子受験生にもっと仰星の魅力をアピールす
るために、女子対象学校説明会を開催いたします。11月の第２回入試説明会では、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
プレテストの問題解説会、高校では入試問題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。さらに、枚方市市民会館にて平日夜に個別入試相談会を実施します。
　本校の受験を考えている方が近くにおられましたら、どうぞお知らせください。なお、学校案内
パンフレット、入試要項は事務室でお渡ししています。

「日　　時」2009年11月５日（木）６時限
「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：2009年10月８日（木）～10月20日（火）12：00まで
　　　　　　　　　高：2009年９月28日（月）～10月27日（火）
「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、２階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、様々な経験をしよう。
特に、部活動をしていない人は大歓迎です。

中 等 部 高　　校
オープンスクール 10月24日㈯  ９：30 オープンスクール 10月24日㈯14：00
女子対象学校説明会 10月31日㈯14：00
プレテスト 11月 ７ 日㈯  ９：50
入試説明会 11月21日㈯  ９：30 入試説明会 11月21日㈯14：00

個別入試相談会（中等部・高校）【於：枚方市市民会館】

12月２日㈬　17：00〜20：00
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2009年度　合唱コンクールについて

マラソン大会

中 等 部

保健体育科

　今年で、第14回の合唱コンクールが行われます。
　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
ニーになるよう各クラスが一生懸命練習に取り組んでおります。また、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もみられます。各学年とも、課題曲と自由曲の２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：2009年11月13日（金）9：00～
　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。

　今年度も11月17日（火）に枚方の淀川河川敷において、「マラソン大会」を予定しています。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。マラソン大会に向けての体育の授業では、単にタイムトライアルだけではなく、駅伝競争
などを取り入れながら楽しみを持たせて持久力を高めていきたいと思います。走ることはあらゆる
運動の基本となりますので、健康推進の観点からも、ぜひとも習慣化させたいものです。
　さぁ、季節も良くなりました、はりきってゴールを目指しましょう。

1年生課題曲『大空讃歌』

2年生課題曲『若い翼は』

3年生課題曲『山のいぶき』

1年A組　自由曲　『チェリー』（スピッツ）
1年B組　自由曲　『歩み』（GreeeeN）
1年C組　自由曲　『キセキ』（GreeeeN）

2年A組　自由曲　『home』（木山裕策）
2年B組　自由曲　『人』（GreeeeN）
2年C組　自由曲　『桜ノ雨』（absorb）

3年A組　自由曲　『Story』（AI）
3年B組　自由曲　『らいおんハート』（SMAP）
3年C組　自由曲　『遥か』（GreeeeN）
3年D組　自由曲　『手紙〜拝啓十五の君へ〜』

（アンジェラ・アキ）

発 表 曲



2009年（平成21年）10月14日発行（4）第　30　号 天　の　川

高校現代文明論研修の旅について

　11月12・13日の１泊２日で高校１年生を対象に「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）、静岡キャンパス（短期大学部）を訪問し、全体で88研究室を開放して頂
いて、高校１年生296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。来年新設の観光学部へも９名の生徒が研究室体験に参加する
予定です。
　今年で６回目を迎え、年々充実した内容になっております。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。

研 究 部

中３　沖縄研修旅行

　新型インフルエンザの影響で６月に予定していた「ハワイ語学研修」が中止になりましたので、
その振り替えとして12月16日（水）～12月20日（日）に４泊５日の沖縄研修旅行を計画していま
す。最初の２日間は那覇・沖縄市に滞在して平和学習を中心に研修します。また、旭山動物園に
続いて人気の高い「美ら海水族館」も見学します。３日目からは宮古島に滞在し、自然体験学習
をたっぷり楽しみます。そこで気になるのが「12月に海で泳げるの？」ということですが、「大丈
夫、泳げます」と回答しておきましょう。現地の人は誰も泳いでいませんが…、ウエットスーツも
用意してありますので心配なく貸し切り状態の美しいビーチで楽しんでください！
　体調を万全に整えて、思い出に残る研修旅行にしましょう！

中 等 部

高校１・２年　11月進研記述模試

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　地歴・公民（50分）
15：35～16：25　理科（50分）
16：25～　　　　SHR

実施日：11月６日（金）＜高校１･２年選抜クラスは、通常授業＞

進路指導部
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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　地歴・公民（50分）
13：35～　　　　SHR

■　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13日（日）　
対象者：センター試験受験者

高校３年　12月
■　センター直前模試（別途受験料徴収）
実施日：12月21日（月）午後
　　　　　　22日（火）終日　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。

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

英数特進クラス学習合宿について 英数特進委員会

　昨年度より高校１、２年生の英数特進コースを対象に学習合宿が開始されました。今年は12月25
日～27日に、滋賀県大津市にあるアヤハレークサイドホテルを会場として行う予定です。琵琶湖畔
にある静かなホテルで環境は抜群です。２泊３日の短期合宿ですが、昨年生徒たちは素晴らしい集
中力を発揮しました。今年も、実りのある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どのような心構えで入っていけばよいのか、予備校から
講師を招いて話していただきます。
　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。

高校３年　11月
第３回ベネッセ・駿台マーク模試
実施日：11月６日（金）
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。



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
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空が高くなり、鰯雲が浮かび、コスモスが咲き、マツタケが並び……随分と秋を感じられるよう
になりました。挙げればきりがないくらい秋は楽しみがいっぱいです。今年の紅葉はきれいに見ら
れるといいですね。晴れた日には元気に外へ出かけ、雨の日には静かに読書に勤しんでみるのはい
かがですか？（Ｉ）

10月17日㈯ CAP保護者・教員対象研修
10月20日㈫ 授業（１～３h）
10月21日㈬～23日㈮

後期第１中間試験
10月24日㈯ 自宅学習（オープンスクール）
10月26日㈪ 体育の部準備予備日
10月27日㈫ 体育の部予備日
10月29日㈭ 人権教育行事（校内）
10月31日㈯ １～３h授業・４h建学記念式典
11月１日㈰ 五ツ木・駸々堂模試会場
11月２日㈪ 建学記念の休日
11月３日㈫ 文化の日

東海大学施設見学会（保護者会）
11月５日㈭ 立会い演説会
11月７日㈯ 自宅学習（中等部入試プレテスト）
11月13日㈮ 合唱コンクール
11月15日㈰ 五ツ木模試会場（中３全コース）
11月16日㈪ 朝礼
11月17日㈫ マラソン大会
11月18日㈬ 駿台模試（英数特進１・２年）
11月21日㈯ 自宅学習（第２回入試説明会）
11月23日㈪ 勤労感謝の日
11月28日㈯ 人権教育啓発講演会（１・２h）

クラス懇談会（３h）
12月８日㈫ 授業（１～３h）
12月９日㈬～11日㈮

後期第２中間試験
12月12日㈯ 自宅学習
12月13日㈰ 五ツ木模試会場
12月14日㈪ １～４h 授業
12月15日㈫ 答案返却
12月16日㈬ １～３h 授業
12月17日㈭ １～４h 授業
12月18日㈮ １～４h 授業
12月19日㈯ 授業・三者面談（該当者）
12月21日㈪ 全校集会・午後：三者面談（該当者）
12月22日㈫ 三者面談（該当者）
12月23日㈬ 天皇誕生日
12月29日㈫～

冬休み

10月20日㈫～10月23日㈮
後期第１中間試験

10月24日㈯ 自宅学習（オープンスクール）
10月26日㈪ 体育の部準備予備日
10月27日㈫ 体育の部予備日
10月28日㈬ 人権教育行事（校内）
10月29日㈭ １年進路LHR
10月31日㈯ １～３h授業・４h建学記念式典

１年高校現代文明論講演会（１h）
11月１日㈰ 五ツ木・駸々堂模試会場
11月２日㈪ 建学記念の休日
11月３日㈫ 文化の日
11月４日㈬ 東海大学付属推薦合格発表

付属推薦入学手続き説明会（放課後）
11月５日㈭ 立会い演説会
11月６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７日㈯ １年高校現代文明論研修の旅 結団式

（１h講堂）
11月12日㈭～11月13日㈮

１年高校現代文明論研修の旅
11月14日㈯ １年 自宅学習
11月15日㈰ 五ツ木模試会場
11月17日㈫ マラソン大会
11月19日㈭ 人権LHR
11月21日㈯ 自宅学習（第２回入試説明会）
11月23日㈪ 勤労感謝の日
11月26日㈭ １年キャリア教育

（５～６ｈ　講堂・各クラス）
11月28日㈯ 授業参観（２h）・クラス懇談会（３h）
12月３日㈭ １・２年薬物乱用防止教室
12月８日㈫～11日㈮

後期第２中間試験　卒業試験
12月12日㈯ 自宅学習
12月13日㈰ ３年駿台センター模試（希望者）　五ツ木模試会場
12月14日㈪ 自宅学習
12月15日㈫ 答案返却
12月16日㈬ 午前：三者面談（１・２年）
12月17日㈭ 三者面談（１・２年）
12月18日㈮ 午前：三者面談（１・２年）
12月19日㈯ 三者面談（１・２年）
12月21日㈪ 全校集会（午後：三者面談（１・２年））

３年追試オリテ
12月22日㈫ ３年駿台センター対策模試（希望者）
12月23日㈬ 天皇誕生日
12月25日㈮・26日㈯

３年駿台センター対策模試（希望者）
12月25日㈮～12月27日㈰

英数特進１・２年　学習合宿
12月29日㈫～

冬休み


