
本校は東海大学の付属高校・中等部として､「建学
の精神」にもとづく「豊かな人間性の育成」を教育の目
標としています｡
「手をかけるより目をかけよ！」とは昔からよく言

われていることです。
よちよち歩きの頃から障害物があれば先にそれを取

り除いてやり、安全で、無難に、そして大事に育てて
きました。つまり親の敷いたレールの上を歩んで大き
く成長してきたわけです。小学校ぐらいまでの子ども
の成長に対してとても大切なことです。しかし中学校・
高校になると、「親から独立したい、だけど不安があ
る」となり、表面的には反発しても内面的には助言や
援助を必要とする頃となります。この際、子どもを信
頼してある程度の距離を保ち、遠くから見つめ、時々、
助言や援助をしてやることがとても大事になってきま
す。「目をかける」とはこのことであり、「目をかける」
最大のポイントは「我慢」であります。いかにこの「我

慢」ができるかどうかが、子どもの成長に大きく影響
するカギになると考えます。今までの「手をかける」
ことから「我慢」をするということは、親や周りの者に
とって決して容易なことではありません。しかし子ど
もの成長のためには避けて通れない道でもあります。

もうひとつ大事なことは、学校と家庭とが連絡を
密にして、協力して子どもを同じ方向で指導するこ
とが、子どもを誤りなく育てる上で欠かすことがで
きないことである、ということです。つまり子ども
の指導のベクトルの方向を学校と家庭とが同じにす
ることが大変重要なことです。

昨年度、高校の卒業生数が１万人を超え、これを
機に本校は新たなスタート地点に立ちました。今で
は、来校者の方々が必ず褒めてくれる生徒諸君の挨
拶は、本校生徒の良き伝統となっています。また、
文武両道のできる学校として地域や世間からの評価
をたくさんいただけるようになりました。この良き
伝統や評価をいつまで絶やすことなく継承していか
なければならないと考えます。

学校も家庭も「子どもの幸せを願って！」という目
的は同じです。今後とも本校教育のため何かとご支
援賜りますようお願い申し上げます。

校  長　北 野 長 生

離任教職員〔2011年３月31日付〕 着任教職員〔2011年４月１日付〕
【異動者】
津 山 憲 司〔副校長〕＊東海大学付属第五高等学校へ異動
織 本 敦 司〔英語〕＊東海大学付属相模高等学校中等部へ異動

山 本 芳 彦〔事務長〕＊東海大学清水校舎へ異動

【退職者】
宇都口英樹〔理科〕
稲 垣 慶 典〔数学〕
坂 野 允 耶〔数学・情報〕
片 岡 晴 美〔英語〕
弘 中 正 之〔数学〕
南 山 明 弘〔数学〕
鈴 川 洋 子〔国語〕

竜 子 荘 平〔国語〕＊東海大学付属第四高等学校より異動
石 原 信 夫〔数学〕＊東海大学付属第四高等学校中等部より異動
小 島 　 孝〔数学〕＊東海大学付属相模高等学校より異動
舛 迫 貴 文〔数学〕
井上良太郎〔数学〕
松 川 　 翔〔国語〕
大 塚 孝 子〔英語〕
北 　 康 宏〔英語〕
吉 田 康 代〔英語〕
石 田 修 司〔理科〕
竹 中 　 理〔理科〕
黒 田 浩 司〔社会〕
小 林 惇 史〔体育〕

戸 倉 秀 二〔事務長補佐〕＊東海大学伊勢原校舎より異動
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★★　進　　路

１）高校　学園基礎学力定着度試験の重要性
５教科50分の学園基礎学力定着度試験が付属校生全員を対象に実施されます。高校１年生は、中学校

の内容より、高校２、３年生は、高校１、２年での学習内容より出題されます。一日一日の学習の積み
重ねの成果が評価されます。自己の学力の評価と共に、大学進学への自己進路実現にも大きなウエイト
を占めます。東海大学への付属推薦をはじめ、他大学の指定校推薦における重要な選考資料となります。

東海大学への内部推薦の例を説明します。東海大学をはじめ、東海大学短期大学部、東海大学医療技
術短期大学、東海大学福岡短期大学、HTIC（ハワイ東海インターナショナルカレッジ）へ学校長の推薦に
より進学することができます。推薦にあたっては、３年間の学習成績（定期試験+平常点や校内実力試験）
のほか、高校２・３年４月の学園基礎学力定着度試験や学園オリンピック（文化部門）などの成績、生徒
会活動や部活動の成果などをベースに特別（学力・技能・奨励）推薦、内部推薦の内定が決定されます。
具体的な手続きとしては､ ３年生の５月の特別推薦制度へのエントリーより始まり、５月末に小論文試験、
書類審査､ 適性審査を経て、６・９月内定、10月出願、そして11月上旬に合格発表が行われます｡

一日一日の学習の積み重ねが希望に続く道を開くことに繋がります。この試験の重要性を理解して、
真剣に取り組んでください。

１．実施日：2011年４月12日（火）
２．内　容：国語、数学、英語、理科、地歴公民（社会）
　　　　　　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みます。
３．時　程：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〔＊リスニングを含む。（３学年共通）〕
　　　　　　　　　 　《　昼　食　》　　　　　　
　　　　　　４時限　13：00〜13：50 　理科
　　　　　　５時限　14：05〜14：55 　地歴公民（社会）

２）2012年度付属推薦入学　小論文試験実施要項（予定）
試験日：2011年５月23日（月）
時間割：８：35　登校
　　　　８：45　志望理由書の記入
　　　　９：00　小論文（40分）
　　　　９：40　後日の校長面接について（プリント配布）
※上記の小論文試験を受験しない高校３年生は、３限目より登校・授業となります。

３）高校１年生の「スタディーサポート」について
高校１年生は、学習状況リサーチと学力リサーチで構成される「スタディーサポート」を受験します。

「スタディーサポート」は、現在のあなたの学力の状態や学習習慣をチェックするテストです。 今、学力
面や学習生活面で、自分は何をすべきなのか、「スタディーサポート」を受験することで、今後の課題と
目標が明らかになります。 スタディーサポートの受験後に次の２種類の資料があなたの手元に届きます。

１つ目は、成績冊子とあなた専用の問題集が配布されます。学力・学習習慣の診断結果と弱点補強の
ためのあなた専用のワークとドリルが１冊になっています。まず復習が必要な分野について、ワークと
ドリルに取り組むことで、実力アップできます。
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２つ目は、学習法情報誌です。これは、学習法について紹介した冊子です。１年生スタート時の学習
のポイントが詳しく説明してあります。生活スタイルや進路についての考え方がわかります。つまり、
今後の学習習慣について考えるための冊子です。

学習達成度や学習状況を確認して、あなたの希望する進路実現のための生活習慣改善や学習法改善を
サポートするのが「スタディーサポート」の第１のメリットなのです。

１．学習状況リサーチ
　　実施日：８月25日（木）　40分間
　　全校集会の日　実施時間調整中

２．学力リサーチ
　　実施日：８月26日（金）　　　　
　　１年　全クラス共通

８：35〜８：45　　SHR　出欠確認
８：55〜９：55　　国　　語（60分）　　
10：10〜11：10　　数　　学（60分）　
11：25〜12：25　　英　　語（60分）　
12：25〜　　　　　SHR　清掃

４）模擬試験について
１．高校３年　６月ベネッセ　マーク模試

実施日：６月８日（水）　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 （各100点・60分）
英語 （200点・80分）+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）
　１組は平常授業（但し、希望者は上記の模試を受験可）。

２．高校３年　７月ベネッセ　記述模試
実施日：６月24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・90分）
数学 （200点・100分または120分）
英語（200点・90分）
地歴・公民（各100点・各50分）
理科（各100点・各50分）
　１組は平常授業（但し、希望者は上記の模試を受験可）。
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３．高校１・２年　７月ベネッセ　記述模試
実施日：６月24日（金）　時間割は、後日連絡いたします。
実施予定科目

１年 国語 （100点・60分） 　　２年 国語 （100点・80分）
１年 数学 （100点・80分） 　　２年 数学 （100点・100分）
１年 英語 （100点・60分） 　　２年 英語 （100点・80分）

５）「学部およびその分野」の説明会（予定）について
高校１、２年　保護者各位

進路指導部

下記の説明会の実施について、ご案内申し上げます。
参加につきましては、事前に各学級担任までご連絡ください。よろしくお願い申し上げます。

記

１、目　　的： 東海大学の学園全体の理解と「各学部およびその分野」の内容を把握することに
より、生徒自身の目指す進路の選択の幅を広げ、進路決定に役立てる。

２、対　　象：高校１年生、高校２年生、高１・２年保護者
３、実施日時：2011年６月25日（土）
　　　　　　　第１部　９：20〜10：20（60分）
　　　　　　　　　　　高校１年　学園全体説明会（講堂）
　　　　　　　　　　　高校２年　学部説明会　　（各会場）
　　　　　　　第２部　11：00〜12：00（60分）
　　　　　　　　　　　高校１年　学部説明会　　（各会場）
　　　　　　　　　　　高校２年　学園全体説明会（講堂）
４、場　　所：高校１〜２年ＨＲ教室、多目的教室、視聴覚教室、理科教室、小教室、講堂
５、実施予定の「学部・分野」：21分野と専門学校数分野
６、参加予定の大学：東海大学と近隣の大学・専門学校

６）保護者対象の各種説明会について（予定）
５月７日（土）　東海大学学園全体の説明会　
　　　　　　　15：50〜14：40　本校講堂
１月28日（土）　高１・２年保護者対象進路実現研究会
　　　　　　　14：00〜16：00（メディアセンター、講堂）

★★　中等部課題試験

中等部の課題試験を４月12日（火）に実施します。今回からベネッセ学力試験とコラボレーションして課題
試験をより充実させていきたいと考えています。１年生は国・数がベネッセを利用し、英・理・社は本校で
作成したものを使用します。２、３年生は理・社が本校作成のものです。このベネッセ学力試験の結果は高
校３年生まで連携させ、成績推移を見ることが可能です。春休み、課題を中心にしっかり復習した成果が表
れるものと期待しています。

2011年（平成23年）４月９日発行（4）第　36　号 天　の　川



★★　「保健の日」について

★★　2011年度　前期　高校生対象人権教育行事

★★　2011年度　保護者総会・クラス懇談会のお知らせ〔中等部・高校とも同じ日程〕

春は定期健康診断の季節です。学校での健康診断は、成長の度合い・視力・聴力から健康課題を発見する
こと、疾患の早期発見・早期治療の目的だけではなく、生徒が自分自身の健康状態に関心を持ち、生活の改
善など自律と自立の課題に取り組むことを目的としています。必ず健康診断を受けるようご協力をお願いし
ます。また、当日は外部講師や本校カウンセラーによる保健講話も実施します。

また、お子様の健康状況でご心配な点がありましたら早めに保健室にご連絡、ご相談ください。
なお、中等部１年生と高校３年生は、はしか・風しんの混合ワクチン（ＭＲワクチン）接種対象年齢です。

夏休みまでに接種を済ませてください。詳細は最寄りの保健センターにご確認ください。

４月14日（木）
「保健の日」
全学年授業なし

＜中高　全学年＞　歯科検診
＜中高　１年生のみ＞　耳鼻科検診・保健講話
＜中等部２・３年生＞　内科検診・身体測定・尿検査
＜高校２・３年生＞　内科検診・身体測定・尿検査・保健講話

４月15日（金） ＜全学年＞検尿予備日
４月26日（火）、27日（水） ＜全学年＞尿二次検査

実施日　　2011年５月11日（水）
場　所　　枚方市市民会館
　　　　　（当日は１・２時間目が授業。その後移動）
時　程　　開場　13：00　　開演　13：30　
内　容　　堀内　佳さん（盲目のシンガーソングライター）による〜トーク＆コンサート〜
　　　　　「みんなしあわせに生きようね」

プロフィール
1961年、高知県に生まれる。１才の時全盲となる。中学の頃より独学でギターを弾き始め、オリジ

ナル曲を作り始める。
全国わたぼうし音楽祭において、文部大臣奨励賞を受賞。
現在、全国各地でコンサート活動を続けている。

今年度の高校人権教育のテーマは「障がい者問題」です。
堀内さんの素晴らしい歌声と心温まるお話にみなさんは、きっと引き込まれていくことでしょう。ご期待

ください。

日時　2011年５月７日（土）13：00～
場所　１、保護者総会　　　講堂
　　　２、クラス懇談会　　HRクラス
※後日、生徒を通して保護者へのご案内プリントを配布いたします。
　万障お繰り合わせの上、ご出席の程よろしくお願いいたします。
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★★　中等部スポーツ大会

★★　2011年度　吹奏楽部第22回定期演奏会

★★　高校球技大会・遠足

★★　前期中間試験、期末試験に向けて

５月11日（水）各競技において学年の垣根を越え、真剣勝負で実施されます。
競技は各人がそれぞれ選択して参加するクラスマッチと、クラス全員で戦うドッヂボールがあります。ク

ラスマッチは男子がバスケットボール、ソフトボール、ミニサッカー、卓球のいずれかを選択し、女子はバ
スケットボール、ソフトバレーボール、卓球から選択します。勝利ポイントの合計が最も多いクラスが総合
優勝となります。毎年３年生が貫禄を見せて強さを示してくれますが、１、２年生が各種目で大健闘をして
くれる年もあります。これを機に、クラスの団結力はますます高まります。

５月15日（日）13：30開演　京都府八幡市文化センターで、吹奏楽部第22回定期演奏会を行います。クラシッ
ク・ステージでは、ピアニストの谷　真人氏をゲストに招いて、ガーシュインの「ラプソディー・イン・ブ
ルー」を。ブラックライト・ファンタジーでは、｢美女と野獣｣ を。その他、歌謡曲ヒットメドレーなど、盛
り沢山の企画をご用意して、皆様をお待ちしております。入場料は700円です。チケットのご用命は吹奏楽
部員、または顧問の藤本までご連絡ください。皆様、ぜひご来場ください！

春の仰星イベントと言えば、球技大会と遠足があります。
球技大会は５月31日に本校にて行われます。男子はサッカー・バレーボール・バスケットボール・ソフト

ボールで、女子はバレーボール・ドッヂボール・卓球を行います。各クラスが団結して必死に優勝目指して
頑張ります。もちろん今年も教員チームも参戦して戦いますので、先輩・後輩・教員関係なく白熱した戦い
にして楽しい思い出を作りましょう。

また６月22日には遠足があります。遠足は各クラスで遠足委員を中心に生徒主体で行き先や内容を決めて
行うので、クラスの密接感が高まり盛り上がってきます。例年の行先はバーベキュー等が多く、買出しから
火熾しと全員で協力して団結力が結成されます。

この２つのイベントによりクラスの結束力が高まり楽しい１年間が開始されるので、皆さん大いに盛り上
がり楽しみましょう。

前期中間試験は、高校：５月24日（火）〜27日（金）、中等部：５月25日（水）〜27日（金）に実施されます。前
期期末試験については、高校は７月４日（月）〜７日（木）に一斉に実施されますが、中等部は３年生ハワイ語
学研修の日程の関係で、１・２年生と３年生で実施期間が異なりますのでご注意ください。中等部１・２年：
７月５日（火）〜７日（木）、中等部３年：６月16日（木）および６月20日（月）〜21日（火）です。なお、中等部１・
２年生が期末試験期間中、３年生は授業となります。

試験に対しては十分な準備をして受験して欲しいと思います。普段の授業をおろそかにして、満足のいく
得点が取れないのは当たり前のことです。本当の実力を身につけるには、「自分で勉強しよう」という前向き
な姿勢が欠かせません。知識の丸暗記や、受け身の授業ではなく、自分で考え、自分で学習を進めることが
実力アップにつながります。テスト前だけでなく、日頃の小テストや確認テストに全力で取り組むことを心
がけてください。日々の家庭学習の習慣をつけることが大切です。

１年生の皆さんにとっては入学して初めての試験で、不安に感じるかも知れませんが、日頃の授業に一所
懸命取り組んでいれば心配は要りません。自信を持って高得点を目指してください。

中等部・高校教務部
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★★　中高音楽鑑賞会

★★　中等部１年　三保宿泊研修　６月22日（水）～ 24日（金）　２泊３日

★★　中等部２年　北海道体験研修　６月21日（火）～６月24日（金）　３泊４日

★★　中等部３年　ハワイ語学研修　６月22日（水）～７月１日（金）　８泊10日

★★　写生大会

６月３日（金）にザ・シンフォニーホールで音楽鑑賞会を実施いたします。今年からは中等部も全員参加します。
昨年に引き続き、指揮は中井章徳氏、管弦楽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
を気軽に楽しめる企画をしております。なお、今年は保護者でご希望の方、先着50名様にご来場いただけます。
申込み方法は別紙にてご連絡いたします。

中等部１年生は６月22日（水）〜 24日（金）の２泊３日、東海大学建学の地である静岡県三保のほか、東海大学
の関連施設で宿泊研修を行います。

この研修では様々な体験学習が予定されています。東海大学を訪ね、最先端の研究に触れたり、博物館で調
べ学習をしたりします。また勉強だけではなく、集団生活での基本的習慣（時間厳守、忘れ物をしない等）を確立
することや、クラスの友達と寝食を共にして友情を深め、中等部１年団の仲間としての団結を高めることも、大
きな目的の一つです。

仰星中等部に入学して初めての宿泊行事、きっと大きな思い出になることでしょう。厳しい中にも楽しい思い
出がいっぱいの宿泊研修になるよう期待しています。

６月21日（火）〜６月24日（金）の３泊４日で北海道体験研修を実施いたします。
北海道の大自然の中で、農業体験や野外活動を体験することで、感謝の気持ちや協力の大切さなど多くのこ

とを学ぶことでしょう。
深川市で、オートキャンプ場のコテージに宿泊してコース別に旭山動物園コース・キャニオニングコース・ジャ

ム・アイス作りコース・高原サイクリングコースなどの体験活動を行ったり、農家のそれぞれの家庭で過ごしな
がら、さまざまな体験をしながら宿泊するファームステイが予定されています。最終日はわずかな時間ですが小
樽散策が予定されています。

この行事を通じて、大阪では得られない経験の中で、個々の生徒が自分の感性を磨き大きく成長することを期
待しています。

中等部３年生では、６月22日（水）から７月１日（金）まで東海大学ハワイインターナショナルカレッジを拠点に
語学研修を行います。８泊10日という長期間でしかも海外での生活は、ほとんどの生徒にとって初めての経験か
と思われます。授業はすべて英語のみで行われますが、生徒達には自ら英語を使ってできるだけ多くの体験をさ
せ、自分の気持ちが通じた時の喜びや視野の広がりを感じることができれば良いと思います。また、ハワイの街
や海へ観光などに出かけて行ってハワイの文化や自然に触れます。このように、英語に対する興味を引き出せる
ようなプログラムを満載していますので、ぜひ楽しみにしてください。必ず良い経験ができることと思います。

中等部では、毎年春に花博記念公園で写生大会を行っています。今年は５月31日を予定しています。花博記念
公園は広いので学年ごとに描く場所を決めています。１年は風車の丘・バラ園、２年は花桟敷・さくやこの花館、
３年は国際庭園・日本庭園、それぞれの場所で自然に抱かれて仲間と一緒に描きます。描いた絵は生徒昇降口に
展示し、仰星の全生徒に見てもらえるようにしています。思い出に残る仲間との楽しいひとときを過ごしてください。
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中等部 高等学校

集後記編 後

４月～７月行事予定４月～７月行事予定

４月１日㈮〜２日㈯
新入生オリエンテーション

４月５日㈫ 新入生健康診断
４月８日㈮ 入学式
４月９日㈯ 始業式・対面式
４月11日㈪ 授業開始
４月12日㈫ 課題試験（２・３年　ベネッセ学力試験＋理社）

（１年　ベネッセ学力試験＋英理社）
４月14日㈭ 保健の日

新入生歓迎会
４月18日㈪ 朝礼①
４月25日㈪〜28日㈭

１〜４h授業　午後二者面談
５月７日㈯ 保護者総会・クラス懇談会
５月11日㈬ スポーツ大会（雨天実施）
５月12日㈭ １年　眼科検診（午後）
５月13日㈮ 授業参観（５・６h）
５月14日㈯ 保護者対象健康相談①
５月15日㈰ 吹奏楽部定期演奏会
５月16日㈪ 朝礼②
５月19日㈭ 運動能力テスト・生徒総会（６h）
５月21日㈯ 中等部人権LHR
５月24日㈫ 授業（１〜３h）
５月25日㈬〜27日㈮

前期中間試験
５月27日㈮ 防災訓練
５月30日㈪〜６月18日㈯

教育実習
５月31日㈫ 写生大会
６月３日㈮ 音楽鑑賞会
６月７日㈫ 写生大会予備日
６月13日㈪ 朝礼③
６月16日㈭ 前期期末試験（中３のみ・午後から）
６月20日㈪ 前期期末試験（中３のみ）
６月21日㈫ 前期期末試験（中３のみ）
６月21日㈫〜24日㈮

中２北海道研修
６月22日㈬〜24日㈮

中１三保研修
６月22日㈬〜７月１日㈮

中３ハワイ語学研修
６月25日㈯ 中１・中２休校
７月２日㈯ 中３振り替え休日
７月４日㈪ 授業（１〜３h）
７月５日㈫〜７日㈭

前期期末試験
７月７日㈭ クラブ健康診断
７月８日㈮ 自宅学習
７月９日㈯ 自宅学習
７月11日㈪ 自宅学習
７月12日㈫ 答案返却
７月13日㈬ 自宅学習
７月14日㈭ １〜３h　特別授業
７月15日㈮ １〜３h　特別授業
７月16日㈯ 全校集会

三者面談（午後）

４月１日㈮〜２日㈯
新入生オリエンテーション

４月４日㈪ 新入生健康診断
４月８日㈮ 入学式
４月９日㈯ 始業式・対面式
４月11日㈪ 授業開始
４月12日㈫ 学園基礎学力定着度試験

１年 クラブ紹介
４月14日㈭ 保健の日

３年　推薦入試説明会
４月16日㈯ １年　高校現代文明論・校長講話（１〜２h）
４月23日㈯ １年　知財教育ガイダンス（１h）
４月25日㈪〜28日㈭

１〜４h授業　午後二者面談
５月７日㈯ 保護者総会・クラス懇談会

保護者対象東海大学学園全体説明会
５月11日㈬ 高校人権教育行事（校外）
５月12日㈭ １・３年　進路LHR（各クラス）

１年　眼科検診
５月13日㈮ 授業参観（５・６h）
５月14日㈯ 保護者対象健康相談①
５月15日㈰ 吹奏楽部定期演奏会
５月19日㈭ 生徒総会

１年　眼科検診予備日
５月23日㈪ ３年　付属推薦小論文試験（３h 〜授業）

１・２年　平常授業
５月24日㈫〜27日㈮

前期中間試験
５月27日㈮ 防災訓練
５月30日㈪〜６月18日㈯

教育実習
５月31日㈫ 球技大会
６月２日㈭ ２年　進路LHR（各クラス）
６月３日㈮ 音楽鑑賞会
６月８日㈬ ３年　進研マーク模試
６月９日㈭ 人権LHR
６月16日㈭ ２・３年　知財教育講演会（５・６h）
６月18日㈯ １年　知財教育校内研究授業（１h）
６月22日㈬ 遠足
６月24日㈮ 進研記述模試
６月25日㈯ １・２年　学部学科説明会

東海大学学園全体説明会
７月２日㈯ １年　現代文明論研修の旅ガイダンス（１h）
７月４日㈪〜７日㈭

前期期末試験
７月７日㈭ クラブ健康診断
７月８日㈮ 自宅学習
７月９日㈯ 自宅学習
７月11日㈪ 自宅学習
７月12日㈫ 答案返却
７月13日㈬ 自宅学習
７月14日㈭ 自宅学習
７月15日㈮ GTEC　

２年　進路講演会（GTEC後）

東日本大震災の被災者の方々に心からお見舞い申し上げます。
私たちは「あたりまえ」の日々に感謝し、できることから支援をしたい。今こそ人のために何がで
きるかを考え、行動できる人でありたい。
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