
「後期開始にあたり」
この「天の川」が皆さんの手元に着くころには、

もう秋風が爽やかに吹いている頃だと思います。暑

い夏が終わり、過ごしやすい季節がようやく来まし

た。諸君においては星河祭も終わり何かもの哀しい

気持ちになっているのではないでしょうか。特に高

校３年生においては受験という現実に、引き戻され

てしまっているのではないでしょうか。また一日一

日この高校生活が少なくなっていくという何か寂し

くて空しい頃ではないでしょうか。秋という季節は

何かもの哀しくせつない季節でもあるのです。ただ

収穫の秋、食欲の秋とも言われ実りが期待される季

節でもあるのです。皆さんの今年の収穫物はどのよ

うなものでしょうか。いよいよその成果が表れる季

節となりました。それぞれのクラブにおいては大き

な試合が待ち構えています。また入試をひかえた高

校３年生もいます。この３年間の思いをその最後の試

合、試験にぶつけて下さい。

2011年３.11の東日本大震災は我々の脳裏に今も

なお鮮明に残っています。そこから我々は様々なこ

とを感じました。関西に住む我々も心を痛めました。

すべての人が早く笑顔を取り戻すことを心より願っ

ています。皆さんも募金活動に協力して頂きまして

まことにありがとうございました。この皆さんの心

が被災に遭われた方々に届くことを信じています。

人は苦境に立たされた時にその真価が問われると言

われています。我々日本人は今真価が問われている

のです。一人では乗り越えることのできないことで

も、仲間の支援があれば乗り越えることができるか

もしれません。人間は一人では生きていけないので

す。この夏、韓国テグで行われた世界陸上で、日本

人唯一の金メダルを獲得された男子ハンマー投げの

室伏選手はインタビューで「この年齢で金メダルを

獲得できたのは、まわりの支援のおかげです。」と感

謝の気持ちを述べられました。相当な努力をされて

きた室伏選手ですが、金メダルを獲得した瞬間に出

た言葉がそれでした。「人は謙虚であれ、感謝の気

持ちを忘れるな。」おそらく皆さんも聞いてきた言葉

だと思います。今もう一度「謙虚さ」「感謝の気持ち」

を我々は思い出さなければならないのではないで

しょうか。謙虚さ感謝の気持ちを忘れずにこれから

の試合や試験に全力でぶつかりましょう。皆さんの

今後ますますの健闘を祈っています。さあ頑張ろう。

高校教頭�中 村 正 幸
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◆後期第１中間試験
　高　校：10月18日㈫～21日㈮
　中等部：10月19日㈬～21日㈮
　＊�８月末から試験までの授業内容が出題されます。試験

範囲が広くなりますので、早めに準備し、計画的に家庭
学習をして下さい。

◆後期第２中間試験（高３：卒業試験）
　高　校：12月６日㈫～９日㈮
　中等部：12月７日㈬～９日㈮
　＊�高校３年生は卒業の認定が行われる大切な試験です。

十分な準備を。

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 中・高教務部

【実施日】　2011年10月26日㈬　　　　【場　所】　本校講堂
【時　程】　高２・高３（３・４時間目）　高１（５・６時間目）
【内　容】　�映画鑑賞　　作品名�「ゆずり葉」
� �高校人権教育の今年度のテーマは、障がい者問題です。
� �前期では枚方市市民会館において、堀内　佳さんのトーク＆コンサートで多くの生徒のみなさんが

勇気やパワーをもらったことでしょう。
� �後期は「ゆずり葉」という映画を鑑賞します。この作品は全日本ろうあ連盟60周年記念映画として

制作されました。人情味あふれる東京の下町を舞台に「もうひとつの美しい言葉・手話」で織り
成す、幾つもの世代をつなぐハートフルストーリーです。

� （出　演）　庄﨑隆志・今井絵理子（SPEED）・西村知美・林家正蔵・大和田伸也　他

2011年度　高校後期人権教育行事　 人権教育部

12月20日～ 22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。昨年同様「コテージ
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。
合宿中は英数国の３教科について、基礎のみならず少しレベルの高い問題にもチャレンジしてもらいます。

自ら意欲的に学んで、課題に挑戦する姿勢を身につけてください。
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

【実施日】　2011年11月10日㈭　　　　
【時　程】　５・６時間目
○中等部の人権教育行事は、各学年ごとのテーマとなっています。
　１年（いじめ問題）　　２年（障がい者問題）　　３年（サイバー犯罪）�
○各学年の内容
１年　CAP（子どもへの暴力防止プログラム）
　　　・おおさかCAPエコールによるプログラム
　　　・10月29日㈯にも実施　
　　　・各教室で実施
　　　・�なお、10月８日㈯には保護者・教員対象の

CAPが実施されます。
　　　　保護者のみなさまもできればご参加下さい。

２年　車イスダンス
　　　・奈佐誠司さんによる車イスダンスと講演
　　　・本校講堂にて講演�
３年　ネット社会と人権
　　　・NTTドコモの講師による講演
　　　・各教室にて実施　

2011年度　中等部人権教育行事　 人権教育部

【日　　時】　�2011年10月27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：2011年10月６日㈭～10月18日㈫�12：00まで
　　　　　　　　　高：2011年10月６日㈭～10月25日㈫�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、部活動をしていなくて時間に余裕のある人は大歓迎です。

立会い演説会 中・高校生徒会

11月10・11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、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75研究室を開放して頂いて、高校１年生362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。
今年で８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。����

高校現代文明論研修の旅について 研究部

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。

2012年度入試イベント 生徒募集対策室

中　等　部 高　　校
入試説明会 11月12日㈯ 9 ：30 入試説明会 11月 5 日㈯ 14：00

11月26日㈯ 13：30 12月10日㈯ 9 ：30
オープンスクール 10月22日㈯ 9 ：30 オープンスクール 10月22日㈯ 14：00
女子対象学校説明会 10月29日㈯ 14：00
プレテスト 11月12日㈯ 9 ：00

11月９日㈬、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、生徒の学習の様子をぜひ見て頂け
ればと思います。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なればと思っております。多くの方々のご参加をお願い致します。

授業参観・クラス懇談会について 中・高教務部
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秋の仰星イベントと言えば、星河祭とマラソン大会があります。
その一つであるマラソン大会が11月22日㈫に枚方の淀川河川敷で行われます。
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。最初は嫌がる子達も多いですが、実際走ってみると楽しいものであり、全力で入賞を狙う者と完走を
目指す者など個々の目標を目指して楽しんで走ります。
それでは生徒のみなさんはそろそろ準備のために少しずつ走りだしてみてはいかがでしょうか？みなさん

の健闘を期待しております。

マラソン大会

高校１年合唱コンクール

2012年１月19日㈭�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。９月から
音楽Ⅰでは、各クラス合唱に取り組んでいます。その授業での成果の発表の場であ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。保護者の方も鑑賞していただけます。
是非ご来場ください。

薬物乱用防止教室 保健体育科

近年、薬物を手に入れやすい社会環境のなかで、大人や友人から直接勧められ、断るのが難しいと感じる
状況があるかもしれません。こうした周囲の力に対応するためには、自分でしっかりと考えて判断する力や
自分の考えをきちんと主張する力が必要になります。
そこで本校でも12月１日㈭に高校１年生を対象とした本校教員による「薬物乱用防止教室」を講堂で実施

いたします。なお、中等部については、３年生の保健の授業内で時間を十分にとって指導していきます。

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・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。

高校３年　10月第２回ベネッセ・駿台記述模試

【実施日】　10月７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。

高校３年　12月

◆ 大学入試センター試験プレテスト（外部受験）
【実施日】　12月11日㈰　
対象者：希望者（別途受験料徴収）

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

【実施日】　11月８日㈫　＜高校１･２年選抜クラスは、通常授業＞

【発表曲】

2011年度　合唱コンクールについて 中等部

合唱コンクールは、今年で16回目の開催となります。毎年、生徒はじめ音楽科・担任の先生方の協力の下、
星河祭とともにクラス全体が一致団結し、中等部の中でも盛大に行われる行事のひとつです。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一生懸命取り組んでおります。
各クラスとも、学年の課題曲と自由曲の２曲の発表となります。当日、皆様ぜひともご鑑賞ください。

【日　時】　2011年12月22日㈭　9：20～
【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。　

１年生課題曲 『天まで駆けるよ』
A組　自由曲
　『夜空ノムコウ』（SMAP）
B組　自由曲
　『空も飛べるはず』（スピッツ）
C組　自由曲
　『WINDING�ROAD』（絢香×コブクロ）

２年生課題曲 『白いライオン』
A組　自由曲
　『青いベンチ』（サスケ）
B組　自由曲
　『あとひとつ』（FUNKY�MONKEY�BABYS）
C組　自由曲
　『流星』（コブクロ）

３年生課題曲 『未来へパート２』
A組　自由曲
　『君という名の翼』（コブクロ）
B組　自由曲
　『時の足音』（コブクロ）
C組　自由曲
　『Hey�和』（ゆず）



中等部 高等学校

集後記編 後

10月～12月行事予定10月～12月行事予定

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㈪ 体育の部実施時：振り替え休日

体育の部延期時：１～４h�授業、午後準備
10月４日㈫ 体育の部実施時：後期開始式・２h～授業

体育の部延期時：体育の部予備日
10月５日㈬ 体育の部延期時：振り替え休日予備日
10月６日㈭ 体育の部延期時：後期開始式・２h～授業

知財教育全体講演会５h（講堂）
10月８日㈯ CAP　中等部保護者・教職員対象
10月13日㈭ ５h　知財教育クラスガイダンス
10月18日㈫ 授業（１～３h）
10月19日㈬～21日㈮

後期第１中間試験
10月22日㈯ 自宅学習

オープンスクール［９：30～］
10月27日㈭ 生徒会立会演説会
10月28日㈮ ベネッセ学力テスト（中３：３教科・午前中）
10月29日㈯ 中１CAP

中等部�女子対象学校説明会［14：00～］
11月１日㈫ １～６h�授業・７h�建学記念式典
11月２日㈬ 建学記念の休日
11月９日㈬ 授業参観５h・クラス懇談６h
11月10日㈭ 中等部人権教育行事
11月12日㈯ 自宅学習

中等部プレテスト［９：00～］�
中等部�第２回入試説明会［９：30～］

11月13日㈰ 中等部３年生五ツ木模試
11月18日㈮ 地域連携プロジェクト
11月22日㈫ マラソン大会
11月26日㈯ 中等部人権LHR

中等部�第３回入試説明会［13：30～］
11月29日㈫ 健康相談（保護者対象③）
12月６日㈫ 授業（１～３ｈ）
12月７日㈬～９日㈮

後期第２中間試験
12月９日㈮ 中２保健講話
12月10日㈯ 自宅学習
12月12日㈪～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19日㈪ 全校集会

午後：三者面談（該当者）
12月20日㈫ １～３h�特別授業

合唱コンクールリハーサル４h
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

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㈪ 体育の部実施時：振り替え休日

体育の部延期時：１～４h�授業、午後準備
10月４日㈫ 体育の部実施時：後期開始式・２h～授業

体育の部延期時：体育の部予備日
10月５日㈬ 体育の部延期時：振り替え休日予備日
10月６日㈭ 体育の部延期時：後期開始式・２h～授業�
10月７日㈭ ３年　第２回ベネッセ駿台記述模試
10月13日㈭ １～２年　進路LHR
10月18日㈫～21日㈮

後期第１中間試験
10月22日㈯ 自宅学習

オープンスクール［14：00～］
10月26日㈬ 高校人権教育行事（校内）
10月27日㈭ 生徒会立会演説会
10月29日㈯ 高１高校現代文明論「仰星の歴史」１h（講堂）
11月１日㈫ １～６h�授業・７h�建学記念式典
11月２日㈬ 建学記念の休日
11月４日㈮ 東海大学付属推薦合格発表

付属推薦入学手続き説明会（生徒・保護者16：00～�講堂/視聴覚）
11月５日㈯ 高１研修の旅結団式１h（講堂）

高校�第１回入試説明会［14：00～］
11月８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９日㈬ 授業参観５h・クラス懇談６h
11月10日㈭～11日㈮

１年�高校現代文明論研修の旅
11月12日㈯ 自宅学習
11月17日㈭ 高校３年　学園高大連携総合試験
11月18日㈮ 地域連携プロジェクト
11月22日㈫ マラソン大会
11月24日㈭ 高校人権LHR
11月29日㈫ 健康相談（保護者対象③）
12月１日㈭ 高校１年生薬物乱用防止教室
12月３日㈯ 高２研修旅行保護者対象説明会　14：00
12月６日㈫～９日㈮

後期第２中間試験、高３卒業試験
12月10日㈯ 自宅学習

高校�第２回入試説明会［９：30～ ]
12月11日㈰ ３年駿台マーク模試（希望者　外部受験）
12月12日㈪～13日㈫

自宅学習
12月14日㈬ 答案返却
12月15日㈭～17日㈯

午前：三者面談（１・２年）
12月19日㈪ 全校集会（午後：三者面談（１・２年））

３年追試オリエンテーション
12月20日㈫ 英数１･２年学習合宿～12/22
12月20日㈫～27日㈫

高３冬期特別講座
12月24日㈯ クリスマスコンサート（吹奏楽部）14：00～　於�枚方市市民会館

夜は少しずつ涼しくなり、秋を感じるようになりましたが、昼はまだまだ暑いですね。秋は行事
も多く、さまざまな場面で、生徒の皆さんが力を発揮してくれるのが楽しみです。暑さに負けず、
皆さんの活躍を期待しています。（O）
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