
2010年（平成22年）10月５日発行 （1）第　34　号天　の　川

発行　東海大学付属仰星高等学校中等部
　　　東海大学付属仰星高等学校
発行者　校長　北　野　長　生
〒573-0018　枚方市桜丘町60-1
電話  （072）849-7211

第　34　号
本誌は、学校から保護者の皆様に、今後の学校行事などの予定をお知らせし、ご案内をするための広報誌です。

今年の夏は戦後の猛暑の記録を塗り替えるほどの
気温の高さでありました。また、その影響で日本全
国で体調不良に見舞われた人々も多く発生しました。
幸いにもこの夏は本校の生徒諸君においては「熱中
症」を含め、大きな事故・事件に見舞われていない
と報告を受けております。これからも危機管理、ま
た健康管理には常に意識を高く持って常日頃生活し
てもらいたいと思います。
さて、いよいよ後期がスタートしました。思い出
してください、2010年度がスタートした時の各人の
目標を！「目標を持つ」という事は、有意義な学校
生活を送る上において大変重要なポイントでありま
す。目標があるから頑張れるものであり、またその
目標に届かなかったけれども、目標に向かって一身
に努力している時の姿、または達成した時の充実感、
達成感というものが、人生の財産となり、生きる糧
になります。
私は、この「目標も持つ」という事に関しては次
のように考えています。「目標」というのは、各人そ
れぞれでいいのです。自分にとっての「目標」でい
いのです。人と比べるものではありません。ある人
は「100ｍを12秒で走る」という「目標」を持ったと
しても、「私は14秒で走る」という「目標」でいいの
です。自分にとっての「目標」を持つべきです。次
に、身近な「目標」と、将来的な「目標」の２つを
持つ事です。この１週間、１ヵ月、１年の間に達成

するぞ！という身近な「目標」と３年後の目標、ま
たは大学卒業後にはこうしたい！という将来的な「目
標」の２つを持つ事が大切になります。さらに大事

な事は、ぼんやりとした「目標」ではなく、「鮮明
で、明確な目標」でなくてはいけません。つまり自
分にとって具体的な「目標」であるべきです。「100
ｍを早く走る」という「目標」ではダメです。「100
ｍを12秒で走る」というように具体的で明確な「目標」
を持つ事が必要であるという事です。次に、大事な
事は、鮮明で明確な身近な「目標」と将来的な「目標」
が決まれば、ノートや紙に書いて、いつでも見られ
る、確認ができる状況にしておく事が大事です。人
間は時間が経てば、その時の想いが薄れがちであり、
また「目標」そのものを忘れてしまいがちでありま
す。しかし、一度立てた「目標」を見直せば、その
時の想いや考えが蘇り、また頑張れるものでありま

す。そこで、今一度、後期のスタートにあたり、「目
標」を再確認しましょう。現在どの程度達成してい
るのか。また何らかの理由で「目標」を見失ってい
れば、「目標」を見直し、その時の想いを思い起こし、
モチベーションを上げ、再度、その「目標」に向かっ
て挑戦しましょう。

高校教頭　小 寺 建 仁

「目標」再確認！
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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

立会い演説会

　後期第１中間試験が高校は10月19日、中等部は20日から、第２中間試験（高校３年生は卒業試験）が高校は
12月６日から、中等部は７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、学習計画を立てて、家庭学習の時間
をしっかり確保することが大切です。

【実施日】　2010年10月27日㈬　　　　【場　所】　本校講堂
【時　程】　高１・高２（３・４時間目）　高３（５・６時間目）
【内　容】　日韓の文化の比較と在日問題について

【講演者】　安聖民（アンソンミン）さん・桂蝶六さん・金光敏（キム・クァンミン）さん

　高校人権教育の今年度のテーマは、在日問題です。前期では枚方市民会館での新井深絵さんのパワフルな
ステージに、みなさん感動されたことでしょう。
　後期は、安聖民さんのパンソリ（韓国の伝統芸能）・桂蝶六さんの落語、そして、金光敏さん（コリアNGO
センター）司会による在日問題についての講演です。
　日韓の伝統文化の違いや在日問題について考えてみましょう。

【日　　時】　	2010年11月４日㈭	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：2010年10月７日（木）～10月19日（火）	12：00まで
　　　　　　　　　高：2010年９月27日（月）～10月26日（火）	12：00まで

◎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・高教務部

中・高校生徒会

　11月11・12日の１泊２日で高校１年生対象に「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84研究室を開放して頂いて、高校１年生313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。今年新設の観光学部へも20名の生徒が研究室体験に参加する予定です。
　今年で７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。

2010年度　後期　高校生対象人権教育啓発行事　 人権教育部

高校現代文明論研修の旅について 研究部
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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、中等部のプレ
テストや女子対象説明会などの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。

中　等　部 高　　校

入試説明会 10月9日（土） 14：00 入試説明会 11月6日（土） 9：30

11月13日（土） 9：30 12月11日（土） 9：30

11月27日（土） 14：00

オープンスクール 10月23日（土） 9：30 オープンスクール 10月23日（土） 14：00

女子対象学校説明会 11月6日（土） 14：00

プレテスト 11月13日（土） 9：00

2011年度入試イベント

　11月19日（金）５時間目	授業参観、６時間目	クラス懇談会を実施します。対象学年は中等部１年生～高校
２年生です。日頃生徒たちが受けている授業を保護者の方々にもご覧頂き、生徒の活動の様子をぜひ見て頂
ければと思います。また、前期と同様に保護者の方々にも参加頂いた授業について「授業評価アンケート」に
ご協力頂き、より良い授業構築を目指しておりますので、ご協力お願い致します。なお、授業参観終了後、
各クラスにおいて懇談会を実施します。クラス近況報告や保護者の皆様方の情報交換の場として頂くつもり
でおります。多くの方々のご参加をお願いします。

　12月20日～23日、高校１、２年生の英数特進コースを対象に、学習合宿を行います。今年は、琵琶湖クラ
ブという研修センターを会場として行う予定です。琵琶湖畔にある静かな研修施設で環境は抜群です。２泊
３日の短期合宿ですが、毎年生徒たちは素晴らしい集中力を発揮して学習に取り組み、その後の成績の向上
につながっています。今年も、実りのある合宿にしていきましょう。
　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、この時期何をすべきなのか、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、予備校の講師や先輩たちを招
いて話してもらう予定です。
　国公立大学合格を目指し、高い目標を持って参加してください。

英数特進クラス学習合宿について 英数特進委員会

授業参観・クラス懇談会について 中・高教務部
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高校１・２年　11月進研記述模試 進路指導部

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）
※１＜文系＞
15：35～16：25　理科（	50分）
16：25～　　　　SHR
※２＜理系＞
15：35～16：25　理科（	50分）
16：35～17：25　理科（	50分）
17：25～　　　　SHR

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

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

高校３年　１２月

高校３年　10月第２回ベネッセ・駿台記述模試 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９日㈫　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）	※ICプレーヤー対応模試

地歴・公民（各100点・各60分）
理科（各100点・各60分）

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。

【実施日】　10月８日㈮　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・100分）
数学（200点・100分または120分）
英語（200点・100分）
地歴・公民（各100点・各60分）
理科（各100点・各60分）

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。

◆ 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12日㈰　
対象者：センター試験受験者

◆ センター直前模試（別途受験料徴収）
【実施日】　12月20日㈪ 午後・21日㈫ 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。

【実施日】　11月９日㈫　＜高校１･２年選抜クラスは、通常授業＞
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マラソン大会

薬物乱用防止教室

　今年度のマラソン大会は、11月26日㈮に枚方の淀川河川敷で実施する予定です。
　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。10月後半からの体育の授業では、タイムトライア
ルを中心に駅伝競走などを取り入れながら楽しみを持たせて全身持久力や筋持久
力を高めていきたいと思います。最近では、ランニングを楽しむ人が増加してい
ます。「生涯スポーツ」につながれば・・・とも考えています。

　今年度は12月２日㈭に高校１年生を対象に薬物乱用防止教室を本校講堂にて行いま
す。薬物は近年高校生など若者達にも出回っており、身近な危険がある事を理解して
もらうために実施いたします。現在は映像による紹介や本校生徒部教員による講義を
行っております。自分たちの身は自分たちで守り、正しい判断が出来るように学んで
行きましょう。

保健体育科

保健体育科

2010年度　合唱コンクールについて

　今年で、第15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。音楽の授業だけでな
く、放課後にも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】　2010年12月22日㈬　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。　

中等部

１年生課題曲
　『サンライズラプソディ』
１年A組　自由曲
　『遥か』（GreeeN）
１年B組　自由曲
　『ボクノート』（スキマスイッチ）
１年C組　自由曲　
　『空も飛べるはず』（スピッツ）

２年生課題曲
　『心の中にきらめいて』
２年A組　自由曲　
　『栄光の架け橋』（ゆず）
２年B組　自由曲　
　『まなざし』（Honey	L	Days）
２年C組　自由曲　
　『３月９日』（レミオロメン）

３年生課題曲
　『時の旅人』
３年A組　自由曲　
　『赤いスイートピー』（松田聖子）
３年B組　自由曲　
　『YELL』（いきものがかり）
	３年C組　自由曲　
　『愛を込めて花束を』（Superfl	y）

【発表曲】



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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10月５日㈫ 後期開始式・２h～授業	
10月７日㈭ 知財教育全体説明会（５h講堂）
10月９日㈯ 平常授業

午後：CAP中等部保護者・教員対象研修
午後：第１回中等部入試説明会

10月14日㈭ 知財教育学年・クラスガイダンス（５h）
10月19日㈫ １～３h　授業
10月20日㈬～22日㈮

後期第１中間試験	
10月23日㈯ 自宅学習

オープンスクール
（午前：小４～６対象、午後：中学生対象）

10月26日㈫ マラソン大会前検診（生徒対象）
10月28日㈭ 人権教育行事
10月30日㈯ ４h　建学記念式典
11月１日㈪ 建学記念の休日
11月４日㈭ 生徒会立会い演説会
11月６日㈯ 自宅学習

午前：第１回高校入試説明会
午後：中等部女子対象入試説明会

11月13日㈯ 自宅学習
中等部プレテスト
午前：第２回中等部入試説明会

11月18日㈭ 駿台模試（１年･２年　英数特進）
11月19日㈮ 授業参観５h、クラス懇談６h
11月26日㈮ マラソン大会
11月27日㈯ 平常授業・中等部人権LHR

午後：第３回中等部入試説明会
12月６日㈪ １～３h　授業
12月７日㈫～９日㈭

後期第２中間試験
12月９日㈭ ２年　保健講話
12月10日㈮ 自宅学習
12月11日㈯ 自宅学習

午前：第２回高校入試説明会
12月13日㈪ 自宅学習	
12月14日㈫ 答案返却
12月15日㈬～17日㈮

１～３h　特別授業
12月18日㈯ 全校集会

午後：三者面談（該当者）
12月20日㈪ １～３h　特別授業４h

合唱コンクールリハーサル
12月21日㈫ 合唱コンクールリハーサル
12月22日㈬ 合唱コンクール
12月29日㈬～

冬休み

今年の夏は一歩外に出ただけで汗が噴出してくるほどの猛暑でした。そんな中でも一生懸命にグ
ランドで走っている生徒たちの姿に強いパワーを感じました。読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋・・・
実りの多い季節になるよう、いろいろな場面で皆さんのパワーが発揮されることを期待します。（I）

10月５日㈫ 後期開始式・２h～授業
10月８日㈮ ３年　第２回ベネッセ駿台記述模試
10月９日㈯ 平常授業

午後：第１回中等部入試説明会
10月14日㈭ ２年　第３回進路希望調査　
10月19日㈫～22日㈮

後期第１中間試験
10月23日㈯ 自宅学習

オープンスクール
（午前：小４～６対象、午後：中学生対象）

10月26日㈫ マラソン大会前検診（生徒対象）
10月27日㈬ 高校人権教育行事（校内）
10月28日㈭ １年　進路LHR　第２回進路希望調査
10月29日㈮ ３年　第２回ベネッセ駿台記述模試
10月30日㈯ １年　高校現代文明論講演会（１h講堂）

　　　建学記念式典（４h）
11月１日㈪ 建学記念の休日
11月４日㈭ 生徒会立会い演説会

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㈮ １年　高校現代文明論研修の旅結団式（７h講堂）
11月６日㈯ 自宅学習

午前：第１回高校入試説明会
午後：中等部女子対象入試説明会

11月９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11日㈭・12日㈮
１年	高校現代文明論研修の旅

11月13日㈯ 自宅学習
中等部プレテスト
午前：第２回中等部入試説明会

11月18日㈭ ３年　学園高大連携総合試験
11月19日㈮ 授業参観５h、クラス懇談６h
11月25日㈭ 高校人権LHR
11月26日㈮ マラソン大会
11月27日㈯ 平常授業　　

午後：第３回中等部入試説明会
12月１日㈬ ３年　最終進路希望調査
12月２日㈭ １年　薬物乱用防止教室（６h）
12月４日㈯ ２年　研修旅行保護者説明会	14：00～
12月６日㈪～９日㈭

後期第２中間試験
12月10日㈮～13日㈪

自宅学習
12月11日㈯ 午前：第２回高校入試説明会
12月12日㈰ ３年	大学入試センター試験プレテスト
12月14日㈫ 答案返却
12月15日㈬～17日㈮

午前：１･２年　三者面談
12月18日㈯ 全校集会

午後：１･２年　三者面談
３年　追試オリテ

12月20日㈪・21日㈫
３年	センター試験対策模試（希望者）

12月20日㈪～22日㈬
英数１･２年学習合宿

12月29日㈬～
冬休み

中等部 高等学校


