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新年、明けましておめでとうございます。2010
年の幕開けと共に、後期の締めくくりに向けての
スタートを迎えました。本年も保護者の皆様方に
おかれましては、本校教育活動へのご支援を何卒
よろしくお願い申し上げます。

さて、2010年を迎え、生徒の皆さんは自分自身
で大きな成長を実感できましたか。人間は身体と
精神で成り立っている生物です。身体的な成長は
服や靴を買い換える等で確かめられます。振り
返った時に成長を実感できる特徴があるのは精神
の分野です。そこで新年に当たって抱負を持ち、
１年の計をたてて有意義な学校生活を送ってほし
いと思います。
「光陰矢の如し」と言われるように、１年はあっ

という間に過ぎてしまいます。時間を大切にして
ください。学校では年度末を迎えて、中等部入試
を皮切りに、卒業式まで重要な行事が目白押しで
す。さらに、教員は学校経営の１年間の総括、新
年度に向けた計画などで多忙な毎日が続きます。
生徒達にとっても、それぞれの学年の総仕上げに
なります。一人ひとりが、「自分の目的が達成で
きた、やれた」という達成感が持てるよう、最善
の努力をしてほしいものです。

自分の将来について真剣に考え、新たな「目標」
や「夢」を持って努力を続けてほしいものです。計
画もなく、惰性に流されてけじめのない生活を送
ることは、節のない竹と同じで、ちょっとした風
雨にも折れてしまいます。生徒の皆さんには、見
事な節を備えた逞しい竹になって、天高くどこま
でも伸びてほしいと願います。

人生の大きな扉を開くためには、勉強も大切で
すが、「元気よく挨拶のできる礼儀正しい人間」「謙
虚な心を持つ人間」「自ら学び、自ら戒め、自ら
行動する自立した人間」「日々前進を試みる挑戦
する人間」「思いやりの心を持てる人間」を生活目
標にして、これらをしっかり身につけてほしいと
思います。まずこうした人格を備えた人間に成長
することが最も大切であると考えます。いくら勉
強ができても、人格が破綻していたり、生活が乱
れていては人間として失格です。その勉強につい
ても単純に他人と比較しただけの、高い成績だけ
を目指すのでは意味がないと思います。しっかり
とした自分の「目標」や「夢」を持った上で、そこに
向けた勉強に懸命に取り組むことにこそ価値があ
ると思います。新年の抱負をしっかりたてて、「目
標」や「夢」に向けて進んでください。

新年を迎えて　
～新年の抱負を持とう！～
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１月12日㈫に高校１・２年生は共通実力試験が予定されています。実施教科は国語・数学・英語
の３教科で、コースに関係なく同一学年では共通の問題が出題されます。12月15日㈫答案返却の日
に「試験範囲」を全員に配布しました。冬休みの宿題をしっかりと仕上げて試験に臨んで下さい。特に、
2010年は高校２年生は大学入試スタートの年です。この機会に１・２年の学習内容を確認し、苦手
分野を克服しましょう。

共通実力試験に向けて 高校教務部

高校は２月19日㈮から、中等部は20日㈯から学年末試験が予定されています。
いきなり全教科を勉強しようとしても無理です。「今日は国語、明日は数学…」というように計画

的に学習していくことが本当に大切なことです。特に今回は学年末ですから、どの教科も１年間の
まとめの試験です。今までは前日に勉強して何とかなった人もいるかもしれませんが、今回は１年
間学習してきた内容ということで、日頃の復習が問われます。だからこそ、こつこつと積み重ねの
学習が大切になります。

成績を向上させるには、家庭における日々の学習時間を確保することが大切になります。成績が
伸び悩んでいる人は、「宿題だけはやるけど、その他の学習は試験前だけ」という家庭学習になって
はいませんか。

一般に、成績上位者は、普段から家庭学習の時間を確保し、宿題だけでなく予習や復習など授業
を中心とした家庭学習をしている人が多いはずです。毎日の授業を確実に理解していくためにも、「予
習→授業→復習」の学習サイクルを身につけましょう。また、起床時間・就寝時間・学習の開始時間
を決め、生活リズムを一定に保つことも大切です。学年末試験では、求められる力もレベルアップ
してきます。できる限り早く、計画的な試験対策をスタートするようにしましょう。

学年末試験に向けて 中高教務部

中・高　入試について 生徒募集対策室

2010年度　中等部入試
　【募集定員】英数特進コース　40名（1次15名　2次25名）
　　　　　　　総合進学コース　80名（1次65名　2次15名）

出願日 入試日 合格発表
１次 １月８日㈮～15日㈮ １月16日㈯ １月17日㈰　15：00
２次 １月８日㈮～18日㈪ １月18日㈪ １月20日㈬　15：00

2010年度　高校入試
　【募集定員】英数特進コース　 40名
　　　　　　　総合進学コース　160名
　　　　　　　＊他に内部進学予定約120名　　　　

出願日 入試日 合格発表
１次 １月28日㈭～２月３日㈬ ２月10日㈬・11日㈭ ２月13日㈯
1.5次 ２月13日㈯～16日㈫ ２月17日㈬ ２月19日㈮
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1年進研記述模試（1月22日実施）
◆　時間割

８：35～ SHR
８：55～10：15 英　　語（80分）
10：30～12：10 数　　学（100分）

昼休み
12：55～14：15 国　　語（80分）　

SHR

2年進研記述模試（1月22日実施）　　　　　
◆　時間割

８：35～ 　SHR
８：55～10：25 国　　語（90分）
10：40～12：10 英　　語（90分）

昼休み
12：55～13：45 社　　会（50分）
12：55～14：55 数　　学（120分）
15：05～15：55 社　　会（50分）
16：05～16：55 理　　科（50分）
16：55～17：45 理　　科（50分）

※午後の受験教科・科目については、個人選択となり、下線部が各終了時間となります。

2年進研マーク模試（2月8日実施）　　　　　
◆　時間割・実施科目

８：35～ 　SHR
８：50～10：45 英　　語（115分）　記述80分のちリスニング30分
10：55～12：15 国　　語（80分）　 OR　 理　　科　（60分）

昼休み
13：00～14：00 数　　学①（60分）　OR　 社　　会　（60分）
14：10～15：10 数　　学②（60分）　

15：20～16：20 理　　科（60分）　 OR　 社　　会　（60分）
16：30～18：30 社　　会（120分）（２科目） 　OR　 理　　科（120分）（２科目）

※英語以外の受験教科・科目は、個人選択となります。

１・２年生　１・２月模擬試験　予定について 進路指導部
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師走の候、保護者の皆様方におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
さて、高校１・２年保護者対象の進路実現研修会を下記のように開催いたします。万障お繰り合

わせの上、是非ともご出席下さいますようご案内いたします。

記

１．目　的 進路実現に向けて、家庭での進路サポートの方法等の紹介と東海大学のPRおよび内
部推薦について詳しい説明をいたします。

２．日　時 2010年１月30日㈯　14：00～16：10
３．場　所 東海大学付属仰星高等学校　講堂・視聴覚教室　ほか
４．内　容 第１部： 14：00～15：00（60分）

高校１年　東海大学　学園全体説明会（就職状況　ほか）＜講堂＞
　講師：東海大学　情報理工学部・情報通信学部 
　         学部長　中下俊夫　
高校２年　東海大学　内部推薦説明会（特別学力推薦等について）＜視聴覚教室＞
　講師：仰星高等学校　進路指導部主任　泉谷光昭

第２部：15：10～16：10（60分）
高校１・２年　共通　＜講堂＞
・「関西の国公立大学・難関私立大学の入試動向と家庭内進学サポートについて」

講師：河合塾　大阪北キャンパス長
角野（かどの）俊彦

５．対　象 高等学校保護者（高校１・２年生の保護者）
※　上履きをご持参ください。
※　お車でのご来校はお断りいたします。

12月22日㈫に出欠確認を終了いたしましたが、その後、出席が可能になられた方は、至急担任ま
でご連絡ください。

よろしくお願いいたします。

高校１・２年保護者対象　進路実現研修会について 進路指導部

仰星中等部では毎年、全員による漢字検定の受検を行っています。本年度は来たる2010年１月29
日に校内受検を実施します。中学卒業までに、総合コースは３級の取得を、英数コースは準２級の
取得を目標にしています。

この資格は、本人の努力のたまものであり、一生の財産となるものです。生徒の皆さんは、日ご
ろの学習の成果を発揮し、より上級の取得を目指して学習に励んでください。

「漢字検定」実施について 中等部　国語科
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2010年１月21日㈭12：55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。10月から音楽Ⅰの授業では、各クラス合唱に取り組んでいます。その授業での練習の成果の発表と
して、今回で第７回目を数え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。保護者の方も見学していただけますので、お時間のある方は是非ご来場ください。

合唱コンクール 高校

中等部では、毎年英検の実施を通し、各自の英語力がどれだけ向上したかの確認を行っています。
生徒自身の英語学習の目標ともなり、活発に英語学習に励む動機づけにもなっています。

１月22日㈮の午後から実施され、３学年合わせて５級から２級まで受験する予定です。生徒の皆
さんは、日頃の成果を発揮して、合格点に近づけるようしっかりと勉強に励みましょう。

「英語検定」について 中等部　英語科

来たる１月28日㈭、第14回の中等部百人一首大会が開催されます。内容は暗記テストとかるた競
技（源平戦）の二部構成です。当日は午前中に各教室で一次・二次予選が行われ、予選を勝ち抜いた
20の班が、講堂舞台に敷かれた緋毛氈の上で熱戦を繰り広げます。１年生には「坊主めくり」でしか
百人一首の札を見たことのない者も多いようですが、国語やHRの時間などで練習を重ね、上級生に
負けないよう大会を盛り上げていきましょう！

百人一首大会 中等部　国語科

付属生対象　東海大学OPEN CAMPUSについて 進路指導部

2010年３月13日㈯　湘南キャンパス　
時間、スケジュール未定（１月上旬発表）

・募集対象：高校１・２年生
・参加形態：希望者（教員引率あり）
・交 通 費  ：参加者負担
参考：昨年度のスケジュール

●開催日時：３月７日 土曜日  12：30～15：30
●開催場所：湘南校舎　　２号館他　
●スケジュール

12：30～13：00　受付 ２号館大ホール
13：00～13：20　学生による歓迎アトラクション　２号館大ホール
13：20～13：40　全体説明　入学広報課長　２号館大ホール
13：40～13：50　学生トーク(付属高校出身の学生)　２号館大ホール
14：10～15：00　学科別体験授業２回目50分　各号館教室
15：00～15：30　学科別説明・個別相談２回目30分　上記教室

＊12：30～16：00  総合相談コーナーを設ける
詳細につきましては、１月中にご案内申し上げます。
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３月９日㈫、本校講堂にてEnglish Contestを開催します。内容は、１年Recitation（暗唱）、２年
Skit（寸劇）、３年Speech（スピーチ）の３部構成です。各学年の予選を勝ち抜いた者が、当日、講
堂の舞台で発表をします。１年生は、発音や声の抑揚だけでなく表情にも気を配りながら短い物語
を暗唱し、２年生は、生徒たちオリジナルのアイデア溢れる楽しい劇を披露します。３年生のスピー
チは、熱い気持ちやメッセージが込められており、心を打つものばかりです。

English Contest 中等部　英語科

すっかり恒例行事となりました。今回で14年目を迎えます。かつては法隆寺スタートでしたが、
今年は京都伏見港公園がスタートとなっております。

毎年、たくさんの生徒が参加してくれて、寒い中ですが、互いに励まし合いながら学校を目指し
て歩いてくれます。

今年度はインフルエンザの流行にともない昨年に比べ、歩く距離は短く設定しておりますが、歩
きやすいコースとなっております。

昔の人は、東海道や中山道などを何日もかけて歩いて移動してきました。歴史上有名な人といえば、
俳人の松尾芭蕉や自ら歩いて測量して日本地図を完成させた伊能忠敬がいます。当時の風景とはい
きませんが、平等院、観月橋、宇治川といったところを歩きます。ぜひとも自身の眼で確かめてほ
しいです。また、歩く途中で素敵な場所を探してほしいです。

耐寒行進 中等部

性格テスト『エゴグラム』
“いったい自分はどんな性格なんだろう”と考えることはありませんか？自分のことだから、自分でわかっ

ているかもしれません。でも、客観的にみてどうなのだろうと知りたい気持ちもあるのではないでしょうか。
相談室では、スクールカウンセラーが希望者に性格テスト『エゴグラム』を実施しています。『エゴ

グラム』は５種類の性格傾向についてどの傾向が高く、どの傾向が低いかを知ることができます。結
果に良い悪いはありません。高い場合のプラスとマイナス、低い場合のプラスとマイナスがあります。
自分の性格を変えたいと思う人には変えるための方法をお伝えします。是非一度性格テストを試し
てみてください。 スクールカウンセラー　久保田美津代

スクールカウンセラーからのお知らせ 健康推進室

高　校　３月２日㈫　開式10：00
中等部　３月13日㈯　開式10：00

上記の通り、高校は第25回、中等部は第12回の卒業証書授与式が予定されています。例年、たくさん
の来賓や保護者の方々をお迎えして感動的な卒業式が挙行されてきました。３年間また６年間の成長ぶり
をご覧いただきたく、本年度も、保護者の皆様には、たくさんのご臨席をお願い申し上げます。

卒業式 中・高学年主任
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2010年２月６日㈯　13時30分開演
第一部
１．１－８ School Life
２．１－３ 華麗奔放　～　Marie Antoinette　～ 
３．１－５ ひまわり
４．１－２ チャゾノ音頭
５．１－６ Peace of Hawaii
６．１－７ シンデレラ
７．１－４ シンクロの世界　～　Eleven World　～

第二部
１．２－５・６ Tiny Circus　～　ちいさなサーカス　～
２．２－３ コーラスライン
３．２－７ 樹　～　The giving tree　～
４．２－４ 純風美俗
５．２－９・10 睡蓮　～　太陽の華　～
６．２－８ 愛と絶望　～　オペラ座の怪人より　～
７．２－２ Vampire

高校１・２年生女子による創作ダンス発表会です。
ぜひ見に来てください。

創作ダンス発表会 高校　体育科

❖ドイツコース
ドイツコースはベルリンを中心に旅をします。現地での初日は３コースに分かれ活動します。現地

学習コースは研修旅行委員が中心に内容を検討し作られたコースです。また、プロサッカーリーグの
ブンデスリーガの試合を観戦したり、オーケストラコンサートを鑑賞したりするコースもあります。
２日目にはベルリン市街を観光し、歴史的な建造物と近未来的な建造物が融合しているベルリンを満
喫してくる予定です。最終日にはグループに別れて現地の大学生と交流の機会を持ち、ドイツの文化
や風習に触れたいと思います。人間的に大きく成長できるような旅行にしたいと考えています。

❖オーストラリアコース
オーストラリアコースは200名をこえる大所帯で実施されます。今年は生徒から研修旅行委員を募

り、教員と一緒になってコースを考えました。昨年までにはなかったコースもあり、一味違った充
実感を得ることができると思っています。また、ホームステイを通じて、日本では体験できないこ
とを学び、吸収してほしいと思います。７日間という期間ですが人間的に大きく成長できたと実感
できる素晴らしい研修にしていきたいです。

❖沖縄コース
研修旅行沖縄コースは、４泊５日で行われます。今年の研修旅行は、希望者が研修旅行委員となり、

委員全員でコースを考えました。初日の那覇市内から平和の礎・祈念資料館見学に始まり、２日目
は沖縄本島での選択コース、４日目も離島での選択コースで、カヌー体験・水牛観光・ダイビング・
サイクリング体験などが選択できるように３つのコースを設定しました。これらの体験を通して沖
縄の伝統文化と平和についての学習を行い、充実した研修旅行にしていきたいです。

高2研修旅行 高校2年生
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中等部 高等学校

集後記編 後

１月～３月行事予定１月～３月行事予定

新年あけましておめでとうございます。皆さんはどのようなお正月を過ごしたのでしょうか？「一
年の計は元旦にあり」といいますが、皆さんは今年の目標を立てましたか？今年も皆様にとって素
敵な一年になりますように♥（Ｉ）

１月２日㈯〜３日㈰
学校閉鎖

１月８日㈮ 全校集会　２h 中等部集会　３h 〜通常授業
１月12日㈫ 課題試験
１月16日㈯ 自宅学習（中等部１次入試）
１月17日㈰ センター試験
１月18日㈪ 自宅学習（中等部２次入試）
１月22日㈮ 英語検定
１月23日㈯ 耐寒行進
１月28日㈭ 百人一首大会
１月29日㈮ 漢字検定
１月30日㈯ 耐寒行進（予備日）
２月８日㈪ 五木模試（１･ ２年）
２月10日㈬ 自宅学習（高校入試（学科））
２月11日㈭ 自宅学習（高校入試（面接））
２月13日㈯ 人権LHR
２月18日㈭ 知財教育　校内公開研究授業（５h　全学年）
２月19日㈮ 授業（１−３h）
２月20日㈯ 学年末試験
２月22日㈪ 学年末試験
２月23日㈫ 学年末試験

３年保健講話
２月24日㈬ 自宅学習
２月25日㈭ 自宅学習
２月26日㈮ 答案返却
２月27日㈯ 自宅学習
３月１日㈪ １−４h 特別時間割
３月２日㈫ 自宅学習（高校卒業式）
３月３日㈬ １−４h 特別時間割
３月４日㈭ １−４h 特別時間割

午後：追試オリエンテーション
３月５日㈮ １−４h 特別時間割
３月６日㈯ １−３h 特別時間割
３月８日㈪ １−４h 特別時間割

午後：追試
３月９日㈫ イングリッシュコンテスト

午後：追試
３月10日㈬ １−４h 特別時間割（１・２年）

３年卒業式リハーサル　
３月11日㈭ １−４h 特別時間割（１・２年）

３年卒業式リハーサル　
３月12日㈮ 全学年卒業式リハーサル、集会

教科書販売、写真撮影
３月13日㈯ 卒業式
３月15日㈪〜17日㈬

午後：三者面談（１・２年）
３月15日㈪〜19日㈮

１−３h 特別時間割（１・２年）
３月20日㈯ 自宅学習
３月23日㈫ 修了式　　

１月２日㈯〜３日㈰
学校閉鎖

１月８日㈮ １h 全校集会・２h 学年集会（３年HR）
３h 〜通常授業（１・２年）

１月９日㈯ １年 高校現代文明論
「仰星高校の歴史」（１h 講堂）

１月12日㈫ 共通実力試験
１月12日㈫〜30日㈯

３年特別講座
１月13日㈬〜15日㈮

３年追試
１月16日㈯ 自宅学習（中等部１次入試）　センター試験
１月17日㈰ センター試験
１月18日㈪ 自宅学習（中等部２次入試）

センター試験リサーチ
１月21日㈭ １年合唱コンクール（５−６h）
１月22日㈮ １・２年進研記述模試
１月30日㈯ １・２年保護者対象　進路実現研修会
２月３日㈬ 研修旅行前健康相談Ⅳ
２月４日㈭ ２年進路LHR（講演会）講堂
２月６日㈯ 女子ダンス発表会
２月８日㈪ ２年進研マーク模試
２月10日㈬ 自宅学習（高校入試（学科））
２月11日㈭ 自宅学習（高校入試（面接））
２月18日㈭ 人権LHR
２月19日㈮〜23日㈫

学年末試験
２月22日㈪ ３年登校日
２月23日㈫ ２年写真撮影（卓球場）
２月24日㈬〜25日㈭

自宅学習
２月26日㈮ 答案返却

１年写真撮影（卓球場）
２月27日㈯ 自宅学習
３月１日㈪ 卒業式リハーサル・全校集会
３月２日㈫ 卒業式　１・２年自宅学習
３月３日㈬ 自宅学習
３月４日㈭〜10日㈬

２年研修旅行
３月４日㈭ １−３h 特別時間割（１年）
３月５日㈮ １−３h 特別時間割（１年）

４h １年進路LHR（講演会）講堂
３月６日㈯ １−３h 特別時間割（１年）
３月８日㈪ １−３h 特別時間割（１年）
３月９日㈫ １−３h 特別時間割（１年）
３月10日㈬ １−３h 特別時間割（１年）

４h １年スタディーサポート（40分）
３月11日㈭ １年スタディーサポート（午前中60分×３教科）

２年振替休日
３月12日㈮ 自宅学習  午後：追試オリエンテーション
３月13日㈯ 自宅学習
３月15日㈪〜19日㈮

１−３h 特別時間割（１・２年）
３月16日㈫〜18日㈭

追試
３月20日㈯ 自宅学習
３月23日㈫ 修了式　高校教科書販売

　　　　写真撮り直し（卓球場）
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