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『仰星にしかない力』

今年はサッカーワールドカップが南アフリカで開催さ

れました。連日、世界のトッププレーヤーの華麗なプ

レーに魅了された人も多かったと思います。日本代表侍

ジャパンもご存じの通り、ランキング上位のカメルーン

を撃破し、オランダに惜敗したものの、デンマークに完

勝し、見事予選リーグを突破しました。そのデンマーク

戦後の岡田武史日本代表監督の勝利インタビューの中

で、心に留めるコメントがありました。『われわれのチー

ムはほかのチームにない力があります。それは選手、サ

ポートメンバーを含めた27名、スタッフが目標に向かっ

て１つになれるということ。サッカーがチームスポーツ

であることを証明しようということでスタートし、それ

を見事に証明してくれたと思っています。』

さて、いよいよ夏休みに突入します。今年の夏休みも

いろんなイベントが開催されます。中等部英数特進の学

習合宿、高校英数特進・総合進学Ⅰ類の夏期特別授業、

また学園オリンピックに参加する生徒も少なくないで

しょう。各クラブの合宿・遠征や公式戦、インターハイ

に出場する生徒もいます。多くの生徒がそれぞれ目標に

向かって、おおいにチャレンジして欲しいと思います。

保護者の皆様方も、お子様がこの夏でひと皮もふた皮も

むけて、心身ともたくましく成長し、智能もさらに磨か

れることを願っていることと思います。

人が成長する一番の秘訣は何だと思われますか。私

は、仲間を大切にし、仲間とともに切磋琢磨し、そして

共通共感する目標を見出し、それに向かって仲間ととも

に努力することだと考えます。まさしくチームプレーを

大切にすることです。これは、団体競技だけではありま

せん。個人競技においても、自分ひとりだけでうまく強

く早くなった人（選手）はいないのです。どんな一流プ

レーヤーも一緒に汗を流し歯を食いしばり努力する仲間

がいたからこそ上達できたのではないでしょうか。個人

が努力することはとても大切なことです。しかしそれは

仲間とともにそしてチームの一員であるという意識が大

切なことだと思います。勉学も同様です。隣にがんばっ

ている仲間がいるからこそ自分もがんばれる力が湧いて

くるものなのです。

チーム仰星は、あらゆることを個ではなくチームとし

て取り組んでいます。クラブ活動のみならずクラス活動

や勉強も団体戦という意識を強く持っています。あらゆ

ることをチームとして闘う、そしてそれがいずれ個人に

還ってくるということを確信できることが『仰星にしか

ない力』ではないかと信じています。

2010年夏、生徒たちのそれぞれのワールドカップでの

活躍を期待したいと思います。
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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！ 研究部からの報告

夏休み明けの授業について

学習合宿について（対象：英数特進全学年）

夏期特別授業について

　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、その中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下さい。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。

　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。

 （1）６月24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。 

　テーマ：「コンビニエンスストア　セブンイレブンの謎｣

　株式会社セブン-イレブン・ジャパンの高槻地区ディストリクトマネジャーの板東弘樹氏を講師に迎え、セブンイレブ
ンに関わるいろいろなお話をして頂きました。コンビニ誕生の経緯、セブンイレブンのオリジナル商品の開発戦略、店舗
内レイアウト、地域別商品、物流システムなどの内容を、スライドを交えたクイズ形式でわかり易く説明をしてもらいま
した。高校生にとっては身近なコンビニですが、店舗での買い物だけでは気づかないこともたくさんありました。色々な
アイデアを生かした販売戦略の中には多くの知的財産が取り入れられていたかと思います。企業としてのコンビニの存在
と地域での存在を改めて意識してもらい、日々の利用時に再認識してもらえば買い物も楽しくなると思います。最後の20
分は本校卒業生の加藤雄大君（20期生、近鉄針中野店副店長）より話をして頂き、社会人になってからの厳しさや後輩た
ちへの激励のメッセージを伝えてもらいました。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。

 （2）６月26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。 

　テーマ：「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（７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」「ペットボトル」「コンタクトレンズ」

「自動販売機」「エアコン」「iPod」「iPad」「回転寿司」「カーナビ」「自動車」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。

 （3）学園オリンピック 文化部門 １次審査に６名の生徒が合格しました。 

　音楽部門だけは先に４月に１次審査を終え、高校2-4の岡本昇大君（クラリネット）が５月本選に進み、みごと金賞に輝
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、いろいろな事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1-8大家　剛君、1-8村上
航平君 、1-8藤森　啓君の３名。理科部門に1-6の池田圭佑君。国語部門に2-Cの浦井祐希さん。数学部門に3-C矢寺大亮
君。以上６名の１次審査合格の生徒が参加します。

 （4）世界中でたった１つの「仰星サイドメニュー」が登場。 

　昨年の中等部２年生（現中学３年生）が、知的財
産授業を通して考案した「仰星サイドメニュー」が、
先日食堂によって商品化され、５月中旬に販売され
ました。「あげもち」や「愉快な一口ピザ」や「ホット
ケーキサンド」といったサイドメニューは、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、いず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。
何度も試作を重ね多大なるご協力をいただいた食堂店長に感謝致します。

　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。

　今年度の夏休みは７月18日～８月24日です。８月25日の全校集会から前期の後半部分がスタートします。今年度
は８月26日（木）・27日（金）の２日間は午前中４時間授業となり、28日（土）から平常授業となります。ほとんどの教科
で夏休み明け第１回目の授業で宿題提出となっていますので、期日までには宿題を仕上げてきちんと提出できるよ
う、学習計画を立てて勉強して下さい。

【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】　2010年７月25日（日）～30日（金）
【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、集中的に学習できる環境の中で３教科（英数国）を学びます。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の確立を目指します。
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・持続力も養えます。「その日習ったことはその日の
うちに理解！」が合言葉です。

　長期間にわたる休暇中、高校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20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、各教科の復習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つな
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で保護者の皆様に連絡させていただきます。

高校教務部

中等部教務部

高校教務部

高１知財　プレゼン風景

↑ホットケーキサンド（120円）↑愉快な一口ピザ（100円）↑あげもち（120円）
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【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、集中的に学習できる環境の中で３教科（英数国）を学びます。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の確立を目指します。
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・持続力も養えます。「その日習ったことはその日の
うちに理解！」が合言葉です。

　長期間にわたる休暇中、高校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20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、各教科の復習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つな
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で保護者の皆様に連絡させていただきます。

高校教務部

中等部教務部

高校教務部

高１知財　プレゼン風景

↑ホットケーキサンド（120円）↑愉快な一口ピザ（100円）↑あげもち（120円）
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学園オリンピック　スポーツ部門

星河祭（10月１～３日）

カウンセラーより

進路行事
　８月６日（金）～８日（日）に、「学園オリンピック」スポーツ部門が開催されます。

　学園オリンピックは、学校法人東海大学が学園の中高生を対象に、若い才能の早期発見と成長支援などを目的に

実施しているものです。今年度で第45回を迎えた学園オリンピックのスポーツ部門は、全国14の付属高校から各競

技の代表者が神奈川県の東海大学湘南キャンパスに集まり、約1,700人の生徒が９競技16種目で個人、団体の成績

を競い合うとともに、学校ごとの総合成績を競い合います。本校からは陸上競技部・剣道部・サッカー部・女子バ

レーボール部・ソフトテニス部が参加する予定です。

　東海大学の学生が大会の運営面をサポートしてくれることに感謝の気持ちを忘れず、整備された広大な施設で他

の付属高校生と相互に刺激し合い、交流を楽しんでいきたいと思っています。

　昨年度は新型インフルエンザのために文化の部は中止・体育の部は非公開で行われました。今年度は昨年度の分

も大いに盛り上がりたいですね。

　１日は体育の部、２・３日は文化の部が行われます。

　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。
子育て一口メモ   

　『心配ない子が心配』

　「親としてこの子は何も心配ない。安心していられる」というお子さんがおありではないでしょうか。小さい頃か

ら手がかからなくて、たいていのことは自分でする子。下に兄弟がいる場合は、下の弟や妹の面倒をよく見てくれ

る。上に兄弟がいる子の場合は、上の子は何もしないのに下の子はよく手伝ってくれる。保護者の方にとって本当

に何も心配することがなくて、安心していられるようなお子さんがいます。

　ところが、スクールカウンセラーとして生徒さんのお話を聴いていると、本当は自分のしんどい気持ちを家族に

聴いてほしいと思っていると話すことがあります。「しんどい気持ちを聴いてほしいけど、お母さんは仕事で大変そ

うだから、心配をかけたくない」「他の兄弟が言いたいことを言って、親を困らせているのを見ているから、自分は

言いたくない」「できるだけ自分のことは自分でして、親の負担を軽くしたい」などと、とても健気です。

　でも、子どもの時代は親に受け止めてもらう体験が大切です。ぜひ、心配のないお子さんを逆に心配してあげて

ください。親に何も言わないけど、本当は何かあるんじゃないかと、気にかけてあげてください。保護者の方がそ

ういう気持ちで接すると、お子さんは気にかけてくれていると感じて安心感を持ち、しんどさも軽減され、ものご

とに意欲を持って取り組むことができるでしょう。

スクールカウンセラー　久保田美津代

（１）2011年度（平成23年度）センター試験 説明会　予定

１．実施日：2010年９月２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。　

（２）高校１年　進路　文理選択説明会（希望者対象）　予定

１．実施日：2010年９月９日（木）時間（放課後）・場所　未定　

（３）高校２年　進路LHR（推薦入試について）　予定　

１．実施日：2010年９月９日（木）６限目　各クラス　

（４）高校３年　第１回　ベネッセ・駿台マーク模試　予定

１．実施日：2010年９月22日（水）

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

高校生徒部

中・高生徒部

進路指導部
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７月～10月行事予定７月～10月行事予定
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７月17日㈯ 全校集会

７月17日㈯・20日㈫～22日㈭

三者面談

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　文化部門（嬬恋研修センター）

８月９日㈪～14日㈯

学校閉鎖（事務室閉鎖）

８月25日㈬ 全校集会

８月26日㈭・27日㈮

１～４h　授業

８月28日㈯ 平常授業

９月２日㈭ 課題試験

９月10日㈮ 五ツ木模試（１年～３年総合進学・３年英数特進）

９月28日㈫ １～４ｈ授業・午後：星河祭準備

９月29日㈬ １・２ｈ授業・星河祭準備（机・椅子移動）

９月30日㈭ 星河祭 体育の部リハーサル

10月１日㈮ 星河祭 体育の部

10月２日㈯ 星河祭 文化の部（１日目）

10月３日㈰ 星河祭 文化の部（２日目）

10月４日㈪ 振り替え休日

10月５日㈫ 後期開始式・２h ～授業

夏休みはどのように過ごしますか？クラブ活動に勤しむ人、旅行に行くという人などさまざまで
しょう。長期休みということでたくさんの体験をし、日常とは違うことにチャレンジしてみてくだ
さい！ただし、くれぐれも宿題はお早目に!!（Ｉ）

７月17日㈯ 全校集会

７月17日㈯・20日㈫～22日㈭

三者面談

７月23日㈮～７月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　文化部門（嬬恋研修センター）

８月６日㈮～８日㈰

学園オリンピック　スポーツ部門（湘南校舎）

８月９日㈪～14日㈯

学校閉鎖（事務室閉鎖）

８月20日㈮～24日㈫

夏期特別授業（英数特進・総合Ⅰ類）（平日４日間）

８月25日㈬ 全校集会

８月26日㈭・27日㈮

１～４h　授業

８月28日㈯ 平常授業

９月２日㈭ ３年　センター試験説明会（放課後）

９月９日㈭ １年　進路文理選択説明会（放課後）

２年　進路LHR（６h講堂）

９月22日㈬ ３年　第１回ベネッセ・駿台マーク模試

９月28日㈫ １～４ｈ授業・午後：星河祭準備

９月29日㈬ １・２ｈ授業・星河祭準備（机・椅子移動）

９月30日㈭ 星河祭 体育の部リハーサル

10月１日㈮ 星河祭 体育の部

10月２日㈯ 星河祭 文化の部（１日目）

10月３日㈰ 星河祭 文化の部（２日目）

10月４日㈪ 振り替え休日

10月５日㈫ 後期開始式・２h ～授業

中等部 高等学校


