
「後期開始にあたり」
猛暑が去り素敵な季節がやってきました。この

「天の川」が皆さんの手元に届くころは爽やかな秋

風が吹いていることだと思います。「暑かったです

ね。今年の夏は。」グラウンドや体育館でクラブ活

動に汗を流していた皆さんお疲れ様でした。受験

勉強に必死だった生徒諸君お疲れ様でした。まだ

まだこれからが本当の戦いですね。頑張ろう。し

かし本当に暑い夏でしたね。この夏はロンドンオ

リンピックに熱狂しましたね。本当に感動の連続

でした。皆さんも寝不足になったのではないでしょ

うか。メダルに届かなかった選手も、メダルを獲

得した選手もそれぞれの思いがテレビから流れて

きました。いずれの選手の言葉も素晴らしかった

ですね。全力を出し切り感激の涙を流す選手、自

分の力を出し切れずに涙する選手。様々な選手を

見ることができました。いずれの選手もオリン

ピックに母国の代表として出場した素晴らしいア

スリート達だったのです。オリンピックから私達

は様々なことを感じ取ることができたと思います。

私自身が感じたことは、まず選手達の「明るさ」で

した。プレッシャーのかかった場面でも持ち前の

「明るさ」で切り抜けていった様々な選手達。決勝

でアメリカに敗れて泣き崩れていた「なでしこジャ

パン」の選手達が表彰式で見せた笑顔など。改めて

その人達の持つ人間力を感じ取ることができまし

た。もうひとつは「信念」でした。自分の力を信じ

て自信を持って強敵に挑む姿に感動しました。自

分自身が信じたトレーニングを続け、それを信じ

て努力を続け、精一杯戦い抜く姿に我々は「勇気」

を貰いました。もうひとつは選手達のコメントか

ら出てくる「感謝」という言葉でした。これはほと

んどの選手のコメントから聞くことができました。

トップアスリート達が口々にこの「感謝」という言

葉を口にしました。頂点に立った選手も、そうでな

かった選手達もそうでした。人一倍努力し代表と

してオリンピックの舞台に立った選手達が競技終

了後に見せる安堵の表情、悔しさの表情、喜びの

表情とともに口々に「感謝」を述べられました。あ

る選手は「神」に、またある選手は「家族」に、また「ス

タッフ」に、あるいは「サポーター」に心からの「感

謝」を述べられていました。テレビのこちらではそ

の「感謝」の言葉に「感動」を覚え涙しました。スポー

ツという世界は厳しい世界です。その中で戦いな

がら「爽やかな風」を我々に感じ取らせてくれまし

た。「勇気」を貰うというのは本当のことだなと感

じました。我々の学校にも「小さなオリンピック」

はたくさんあります。それはスポーツに限ったわ

けではなく、我々の日常が「小さなオリンピック」

じゃないでしょうか。「明るさ」「信念」「感謝」を持っ

て、それぞれの「小さなオリンピック」で「金メダル」

を目指しましょう。

高校教頭�中 村 正 幸
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◆後期第１中間試験
　高　校：10月16日㈫～19日㈮
　中等部：10月17日㈬～19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、早めに準備をスタートさせ、
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４日㈫～７日㈮
　中等部：12月５日㈬～７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】　2012年10月30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】　 講　演
	 	講師：松村智広氏（みえ人権教育・啓発研究会　代表）

高校人権教育の今年度のテーマは、部落差別問題です。
演題は「あした元気になあれ」です。

2012年度　　高校後期人権教育行事　 人権教育部

【日　時】　2012年11月８日㈭　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　いじめ問題についての講演
　　　・講師：北村年子さん

「ホームレス問題の授業づくり全国
ネット」代表理事

　　　・メディアセンターにて実施

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
　　　・本校講堂にて実施	

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　

2012年度　中等部人権教育行事　 人権教育部

【日　　時】　	2012年10月25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：2012年10月４日㈭～10月16日㈫	12：00まで

高：2012年10月４日㈭～10月23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、様々な経験をしましょう。
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
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12月21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。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

11月８・９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71研究室を開放して頂いて、高校１年生377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９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
ます。

高校現代文明論研修の旅について 研究部

本校では、受験生や保護者のみなさま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
施設案内や吹奏楽部によるミニコンサートなど、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、体験授業やクラブ体験で受験生のみなさまに仰星を体感していただきます。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。

2013年度入試イベント 生徒募集対策室

中　等　部

入試説明会 11月10日㈯ 9 ：30
（プレテストと並行実施）

11月24日㈯ 14：00
オープンスクール 10月20日㈯ 9 ：30
女子対象学校説明会 10月27日㈯ 14：00
プレテスト 11月10日㈯ 9 ：00

高　　校
入試説明会 11月10日㈯ 14：00

12月 8 日㈯ 9 ：30
オープンスクール 10月20日㈯ 14：00

11月14日㈬の５時限目に、全学年を対象に授業参観を実施します。生徒の学習の様子をぜひご覧頂ければ
と思います。また、６時限目には中等部１年生～高校２年生を対象にクラス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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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13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24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16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】　10月24日㈬　＜高校１･２年選抜クラスは、通常授業＞
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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20日㈫に枚方の淀川河川敷で行われます。
高校男子は12㎞・高校女子と中等部３年男子は８㎞・中等部１・２年男子と中等部女子は５㎞を走りま

す。走る事が苦手な者でも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ちょっとだけ頑張ってみましょう。その為に、そろそろ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

薬物乱用防止教室 生徒部

近年、脱法ハーブを含め、薬物を手に入れやすい社会環境になっています。先輩や友人から勧められ、興
味本位でついつい手を出してしまい、抜け出せなくなってしまうのが恐ろしいところです。そうならないた
めにも、自分でしっかりと考え判断する力や、はっきりと断る力を身に付けること。さらには、非合法薬物
の怖さを知る必要があります。

そこで本校では、11月29日㈭に高校１年生を対象とした本校教員による ｢薬物乱用教室｣ を講堂で実施し
ます。なお、中等部の生徒に対しては、３年生の保健の授業内で十分時間をとって指導していきます。

高校１年合唱コンクール

2013年１月24日㈭13：30から、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。

【発表曲】

2012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17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、
クラス全体が一致団結し、中等部の中でも最も熱の入る行事です。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練習をします。昨年度はなんと１年生が自由曲
および総合２位にランクインしました！当日は学年の課題曲と自由曲の２曲の発表となります。皆様ぜひと
もご鑑賞ください。

【日　時】　2012年12月21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 『夢の宇宙船』
A組　自由曲
　『栄光の架橋』（ゆず）
B組　自由曲
　『虹』（ゆず）
C組　自由曲
　『夏色』（ゆず）

＊１年生は“ゆず”対決です!!

２年生課題曲 『若い翼は』
A組　自由曲
　『プラネタリウム』（大塚　愛）
B組　自由曲
　『何度でも』（DREAMS		COME		TRUE）
C組　自由曲
　『SECRET	BASE』（ZONE）

＊変声期をどう克服して歌うかが見せ場です!

３年生課題曲 『山のいぶき』
A組　自由曲
　『終わりなき旅』（Mr	Children）
B組　自由曲
　『小さな恋の歌』（MONGOL	800）
C組　自由曲
　『まなざし』（Honey	L	Days）

＊堂々３年生の貫禄で３位まで独占なるか!?



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㈪ 体育の部実施時：自宅学習
体育の部延期時：１～４限授業、午後準備

10月２日㈫ 体育の部実施時：自宅学習
体育の部延期時：体育の部予備日

10月３日㈬ 体育の部実施時：後期開始式・２限～授業
体育の部延期時：自宅学習

10月４日㈭ 体育の部延期時：自宅学習
10月５日㈮ 体育の部延期時：後期開始式・２限～授業
10月６日㈯ 知財教育講演会３限
10月８日㈪ 体育の日
10月９日㈫ 朝礼⑤
10月11日㈭ ５限	知財教育クラスガイダンス
10月16日㈫ 授業（１～３限）
10月17日㈬～10月19日㈮

後期第１中間試験
10月20日㈯ 自宅学習

オープンスクール［９：30～］
10月23日㈫ マラソン大会前検診（生徒対象）
10月25日㈭ 生徒会立会演説会
10月27日㈯ 女子対象学校説明会
10月29日㈪ ベネッセ学力テスト（中３：３教科・午前中）
11月１日㈭ １～５限授業・６限	建学記念式典
11月２日㈮ 建学記念の休日
11月３日㈯ 文化の日
11月８日㈭ 中等部人権教育行事
11月10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11日㈰ 五ツ木模試会場（中等部３年生受験）
11月12日㈪ 朝礼⑥
11月14日㈬ 授業参観５限、クラス懇談６限、保護者健康相談③
11月20日㈫ マラソン大会
11月23日㈮ 勤労感謝の日
11月24日㈯ 中等部人権LHR

中等部	第３回入試説明会［14：00～］
12月４日㈫ 授業（１～３限）
12月５日㈬～12月７日㈮

後期第２中間試験　　
12月８日㈯ 自宅学習
12月10日㈪ 自宅学習
12月11日㈫ 自宅学習
12月12日㈬ 答案返却
12月13日㈭～12月15日㈯

１～３限特別授業
12月17日㈪ １～３限特別授業（２・３限中２保健講話）
12月18日㈫ 午前：全校集会

午後：三者面談（該当者）
吹奏楽部クリスマスコンサート　18：00枚方市市民会館

12月19日㈬ １～３限特別授業
午後：合唱コンクールリハーサル
　　　各学年リハーサル

12月20日㈭ 合唱コンクールリハーサル
12月21日㈮ 合唱コンクール
12月23日㈰ 天皇誕生日

10月１日㈪ 体育の部実施時：自宅学習
体育の部順延時：１～４限授業・午後準備

10月２日㈫ 体育の部実施時：自宅学習
体育の部順延時：体育の部予備日

10月３日㈬ 体育の部実施時：	後期開始式	２限～授業
体育の部順延時：自宅学習

10月４日㈭ 体育の部順延時：自宅学習
10月５日㈮ 体育の部順延時：後期開始式	２限～授業
10月８日㈪ 体育の日
10月11日㈭ １・２年　進路LHR
10月16日㈫～19日㈮

後期第１中間試験
10月19日㈮ 防災訓練
10月20日㈯ 自宅学習・オープンスクール［14:00～］
10月23日㈫ マラソン大会前検診
10月24日㈬ １・２年	進研記述模試

３年　第２回ベネッセ駿台記述模試
10月25日㈭ 生徒会立会演説会
10月27日㈯ １年　高校現代文明論「仰星の歴史」（１限）
10月30日㈫ 高校人権教育行事（校内）
11月１日㈭ １～５限授業　６限	建学記念式典

１年　文明論の旅結団式（７限）
11月２日㈮ 建学記念の休日
11月３日㈯ 文化の日
11月５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（放課後）
11月８日㈭～９日㈮

１年　高校現代文明論研修の旅
11月10日㈯ 自宅学習

高校第１回入試説明会［14：00～］
11月13日㈫ ３年　第３回ベネッセ駿台マーク模試
11月14日㈬ ５限	授業参観（全）６限	クラス懇談（１・２年）

健康相談（保護者）
11月15日㈭ ３年　学園高大連携総合試験
11月20日㈫ マラソン大会
11月23日㈮ 勤労感謝の日
11月29日㈭ １年　薬物乱用防止教室
12月１日㈯ ２年　研修旅行保護者対象説明会［14：00］
12月４日㈫～７日㈮

３年　卒業試験
後期第２中間試験

12月８日㈯ 自宅学習
高校第２回入試説明会［９：30～］

12月10日㈪ 自宅学習
12月11日㈫ 自宅学習
12月12日㈬ 答案返却
12月13日㈭～15日㈯

１・２年　三者面談（午前）
12月16日㈰ ３年　駿台マーク模試（希望者外部受験）
12月17日㈪ １・２年　三者面談（午前）
12月18日㈫ 全校集会　	１・２年　三者面談（午後）

３年　追試オリテ　吹奏楽部クリスマスコンサート
12月19日㈬ １・２年　三者面談
12月20日㈭～27日㈭

３年　冬期特別講座（Ⅰ期）
12月21日㈮～23日㈰

１・２年　英数特進学習合宿
12月23日㈰ 天皇誕生日
12月24日㈪ 振替休日

中国・唐代の文人である韓愈（かんゆ）が残した詩の中に、「燈火（とうか）親しむべし」という一節があります。そ
の意味は、「秋になると涼しさが気持ち良く感じられ、あかり（燈火）になじむようになる」。つまり、秋は読書に一
番適した季節であるということを表現したこの言葉が、読書の秋の由来とされています。是非、皆さんも「読書の秋」
を愉しんでみてはどうでしょうか。（H）
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