
副校長　小 寺 建 仁

『柔道から学んだ事、それは「学ぶ事の大切さ」』
私は小学校５年生から「柔道」を習い、中学・高校

と柔道部に入り、そして東海大学体育学部武道学科

に進学し日本一強い柔道部に所属した。当時、師範

に猪熊　功先生（全日本選手権優勝・世界選手権優

勝・オリンピック優勝）、監督に佐藤宣践先生（全日

本選手権優勝・世界選手権優勝）、コーチに柏崎克

彦先生（全日本体重別優勝・世界選手権優勝）と蒼々

たる指導人の下で４年間、想像を絶する激しい練習

を経験した。また、私の２つ上の先輩に山下泰裕さ

ん（全日本選手権優勝・世界選手権優勝・オリンピッ

ク優勝）がおられた。ふくらはぎに肉離れを起こし

ながら優勝した1984年のロスアンゼルスオリンピッ

ク無差別級の決勝戦は27年経った今でも感動を呼ぶ

場面として世界の人々の記憶に残っている。現在、

山下泰裕さんは東海大学体育学部長を務められてい

る。その他、井上康生・塚田真希はじめ、多くの日

本チャンピオン、世界チャンピオンを生み出してい

る。そのような環境の中で、私も柔道日本一を目指

して、柔道の練習に没頭したのは言うまでもない。

毎日の厳しい練習に耐え、休みの日にも汗を流し、

雨の日でも走り、とにかく人よりも多く練習し、日

本一、世界一を目指し、柔道に取組んだ。その甲斐

あってか、世界チャンピオン、全日本チャンピオン

には届かなかったが、大学４年生の時に学生柔道体

重別で日本一になれた。

以上のように、私は大学で柔道を通してレベルの

高い体力や精神力、技術というものを身に付けたと

思うが、そのこと以上に柔道を通して学んだものが

ある。それは「学ぶ事の大切さ」である。前述したよ

うに東海大学柔道部には日本・世界を代表する柔道

家が数多く所属しているが、その人々の日常生活を

みると当然柔道の練習が中心となっている。しかし、

一方では柔道で日本一、世界一を獲るには日頃何を

考え、行動しなければならないか、という課題に挑

戦している姿があった。つまり、体力や技術を高め

る事はもちろんであるが、それ以上に日本チャンピ

オン、世界チャンピオンとして、ふさわしい人格者

になろうとする姿勢があった。当時の佐藤監督はじ

め柏崎コーチ、山下先輩、その他世界の頂点を目指

す人々がどれだけ広い視野で世の中を見、どれだけ

の時間をかけて多くの分野の本を読み、常に「学ぶ

姿勢」を持って生活していたか私は見てきた。筋肉

を鍛え、精神力を養うだけでなく、正しいものの考

え、正しいものの見方を身に付けなければ本当の日

本一、世界一とはいえないという事である。
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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ください。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。

★★ 保護者の皆様へ　子供さんの夏休みの行動にご注意を！ ★★

◆中等部教務部
　【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】2011年７月25日（月) 〜30日（土）
　【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。

★★ 学習合宿について　（対象：英数特進全学年） ★★ 中等部教務部

　今年度の夏休みは７月19日（火) 〜８月24日（水）です。25日（木）の全校集会から前期の後半がスタート
します。今年度は８月26日（金）および・29日（月) 〜31日（水）の期間は午前中４時間授業となりますが、高
校３年生は午後に上記の夏期特別講座および週間特別講座が開講されます。９月１日（木）より全学年平常
授業となります。また、ほとんどの教科で夏休み明け第１回目の授業で課題提出となっています。期日ま
でに宿題を仕上げてきちんと提出できるよう、計画を立てて学習して下さい。

★★ 夏休み明けの授業について ★★ 高校教務部

　先日お知らせしました通り、以下の日程で夏期特別講座を実施します。高２総合進学コースⅠ類、高３
総合進学コースⅡ類は希望制、その他は必修となっています。しっかり集中して取り組み、さらなる学力
向上を目指してほしいと思います。特に高校３年生にとっては、受験に向けて大切な時期となります。こ
の講座を積極的に活用し、実力アップに努めて下さい。
　時間割・内容等の詳細については、配布したプリントを参照して下さい。

【高１英数特進コース】
　日程：７月22日（金) 〜27日（水）および８月19日（金) 〜23日（火）
　科目：国語・数学・英語

【高２英数特進コース・総合進学コースⅠ類】
　日程：７月22日（金) 〜27日（水）および８月19日（金) 〜23日（火）
　科目：（理系）国語・地理Ａ・数学・物理／生物・化学・英語
　　　   （文系）国語・日本史／世界史・数学・生物・英語

【高３英数特進コース・総合進学コースⅠ類】
　日程：７月22日（金)〜27日（水）、８月19日（金)〜23日（火）および８月26日（金)〜31日（水）（週間特別講座）
　科目：（理系）国語・地理Ａ・数学・物理／生物・化学・英語
　　　　（文系）国語・日本史／世界史・現代社会・数学・生物・英語

【高３総合進学コースⅡ類】
　日程：７月22日（金) 〜27日（水）、８月19日（金) 〜23日（火）および８月29日（月) 〜31日（水）
　科目：（理系）数学・物理／化学／生物・英語
　　　　（文系）国語・日本史／世界史・英語

★★ 夏期特別講座について ★★ 高校教務部

いわゆる、他校で言うところの体育祭・文化祭を本校では「星河祭」と称しています。もともとは学園全
体で使われている「建学祭」という名称でしたが、４期生の頃から生徒の発案により「星河祭」という呼称が
使われるようになりました。以来、私たちは「汝の希望を星につなげ」という建学の四訓の１つと、枚方・
交野が古来「天の川伝説」の地であることを見事に掛け合わせたこの素敵な呼称に愛着を覚え、毎年わくわ
くするようなお祭を開催してきました。

30日は体育の部、１・２日は文化の部が行われます。
体育の部では、４団に各クラスが分かれて優勝を目指します。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」は体力と精神力が見せ所、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」は女子生徒が粉で顔を真っ白にしながら、なりふり構わず競い合うところに人気があ
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。

毎年、たくさんの来校者で賑わいます。生徒の家族、知り合い、地域の方々、来年本校を受験しようと
思っている小学生や中学生等々、いろいろな人が来られます。お迎えする私たちも、ご来校される人たち
も一緒に楽しい「星河祭」というひと時を楽しみましょう。

★★ 2011年度　星河祭（９月30日〜10月２日） ★★

８月６日（土）〜８日（月）にかけて東海大学湘南校舎で、「学園オリンピック」スポーツ部門が開催されま
す。学園オリンピックとは、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46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集い、約1,700人の生徒が個人、団体の成績を競い合うとともに学年ごと
の総合成績を競い合います。本校からは、柔道部・剣道部・陸上競技部・サッカー部・ラグビー部・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持って、抜群の環境の中で
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います。

★★ 学園オリンピック　スポーツ部門 ★★ 高校生徒部
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★★ 研究部からの報告 ★★

研究部では、教科教育の枠を超えた「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16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：「日本が生んだ世界食・インスタントラーメン｣
株式会社日清食品ホールディングス　管理本部　参与、知的財産センターの加藤正樹

氏を講師に迎え、インスタントラーメンに関わるいろいろなお話をして頂きました。チ
キンラーメン誕生の経緯、創業者「安藤百福」のインスタントラーメン開発への情熱、日
清食品オリジナル商品や宇宙食の開発などの内容を、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。年配教員には懐かしいTVのCF（ピンクレディのUFO

とか）も登場し、興味深かったかと思います。高校生にとっては身近なインスタントラーメンですが、ただ食べて
いる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。カップ麺等の購入時も、選ぶ際に一層楽しくなると思います。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時の参考になればと思っています。

（２）６月18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」「iPad」「ごぱん」「カーナビ」「自動
車」「かつら」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、中等部２-Ｃの福井優佳子さん（ピアノ）と高校２-８の横田大輝君
（ピアノ）とが５月本選に進み、福井さんが銀賞、横田君が銅賞に輝きました。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２-７大家　剛君、２-８藤森　啓君の２名。国
語部門には２-７村上航平君、２-Ｃの佐田彩夏さん・土本芽実さんの３名。数学部門に１-９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「仰星スイーツ」が登場。

昨年の中等部２年生（現、３年生）
が、知的財産授業を通して考案した

「仰星スイーツ」が、仰星の食堂にて
商品化され、５月中旬に販売されま
した。「仰☆ヨーグルトwithゼリー」
や「ちょっぴり大人マーブルケーキ」
や「仰星クレープ」といったスイーツは、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・スタッフの皆さまに感謝いたします。

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いたします。

高2・高3　知財講演会

高1知財　プレゼン風景

仰星クレープ仰☆ヨーグルトwithゼリー ちょっぴり大人マーブルケーキ

（１）2012年度（平成24年度）センター試験 説明会　予定
　１. 実施日：2011年９月８日（木）放課後・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　スタディサポート　予定
　１. 実施日：2011年８月25日（木）・26日（金）
　２. 内　容：学習状況リサーチ40分（25日（木））
　　　　　　 英・数・国　 　各60分（26日（金））

（３）高校２年　進路LHR推薦入試について（各クラス）　予定　
　１．実施日：2011年９月８日（木）６限目

（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：2011年９月21日（水）
　２. 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

うまくことばにできない気持ちに悩んでいませんか？

　「相談したいけれど、うまくことばにできないから行きにくい」なんて思っている人も、どうぞ相談室を
のぞいてみてください。
　うまくことばで言えなくても、話しているうちに、考えがまとまってくるものです。カウンセラーは、
あなたのためだけに時間を作り、あなたの気持ちをじっくりお聴きします。悩みはことばに出して、聴い
てもらうことで少しずつその「正体」がはっきりしてきます。
　「どう言っていいかわからない気持ち」を抱えていたり、話をすることが苦手という人もあるかもしれま
せん。言語に代わる、または言語を補う表現手段を通してカウンセリングを進めていくこともできます。
絵を描いたり、箱庭を作ったりしながら気持ちを整理してみませんか？

　　　　　スクールカウンセラーに相談できる日　木曜日　9：55〜16：10　久保田美津代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土曜日　9：55〜13：45　小 川 真 理

★★ 進路行事 ★★

★★ スクールカウンセラーより ★★

進路指導部
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中等部 高等学校

集後記編 後

７月～10月行事予定７月～10月行事予定

７月16日㈯ 全校集会

７月16日㈯・19日㈫〜21日㈭

三者面談

７月19日㈫ 保護者対象健康相談②

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

８月６日㈯〜８日㈪

学園オリンピックスポーツ部門

８月８日㈪〜13日㈯

学校閉鎖期間

８月25日㈭ 全校集会

８月26日㈮ １〜４限　授業

８月27日㈯ 平常授業

８月29日㈪〜31日㈬

１〜４限　授業

９月６日㈫ 課題試験（五ツ木模試５教科）

９月17日㈯ 自宅学習

９月27日㈫ １〜４限　授業・午後：星河祭準備

９月28日㈬ １・２限　授業・星河祭準備（机・椅子移動）

９月29日㈭ 星河祭 体育の部リハーサル

９月30日㈮ 星河祭 体育の部

10月１日㈯ 星河祭 文化の部（１日目）

10月２日㈰ 星河祭 文化の部（２日目）

10月３日㈪ 振替休日

７月16日㈯ 全校集会

７月16日㈯・19日㈫〜21日㈭

三者面談

７月19日㈫ 保護者対象健康相談②

７月22日㈮〜27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

８月６日㈯〜８日㈪

学園オリンピックスポーツ部門

８月８日㈪〜13日㈯

学校閉鎖期間

８月19日㈮〜23日㈫

夏期特別授業（英数特進・総合Ⅰ類・３年Ⅱ類希望者）

８月25日㈭ 全校集会
１年 スタディサポート リサーチ40分

８月26日㈮ １〜４限　授業
１年 スタディサポート 60分×３教科

８月26日㈮・29日㈪〜31日㈬
１〜４限　授業
午後：Ⅰ類・英数特進　週間特別講座　Ⅱ類　夏期特別講座

８月27日㈯ 平常授業
１年 研修の旅事前レポートガイダンス（１限）

９月８日㈭ ２年 進路ＬＨＲ
３年 センター試験説明会（放課後）

９月21日㈬ ３年 第１回ベネッセ駿台マーク模試

９月27日㈫ １〜４限　授業・午後：星河祭準備

９月28日㈬ １・２限　授業・星河祭準備（机・椅子移動）

９月29日㈭ 星河祭 体育の部リハーサル

９月30日㈮ 星河祭 体育の部

10月１日㈯ 星河祭 文化の部（１日目）

10月２日㈰ 星河祭 文化の部（２日目）

10月３日㈪ 振替休日

猛暑の夏がやってきました。記録を更新し続ける暑さの中、勉強、クラブに励むみなさん、熱中
症対策は万全に！夏休み明けの一段と大きくなった姿に期待！（I）
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