
新年を迎えて

中等部教頭　髙 橋 　 望

新年あけましておめでとうございます。

2013年が幕開けしました。年頭にあたり、保護

者の皆様のご健康とご多幸、子どもたちの健やか

な成長を心よりお祈り申し上げます。

本校高校サッカー部が正月の全国大会に出場し

たこともあり、生徒たちにとりましても、有意義

で充実した冬休みとなったことと思います。保護

者の皆様のご理解とご協力に感謝申し上げます。

さて、時代もいろいろと変貌していますが、大

事なことは、やはり、一人ひとりの人間が、いか

に生きがいをもって生きるか、その基本を育てて

いくということだと思います。

特に、生徒にとっては、自分の能力をいかに高

めていくかという努力と、それを考える人生の基

盤というようなものが大事なことではないかと思

います。

「一日一生」という言葉があります。一日一日を

今日限りの命と覚悟して真剣に生きる。その連続

が充実した一生につながる。という意味でよく「一

日一生」という言葉が用いられています。朝起きて、

あれをしよう、これをしよう、とスケジュールを

たててその日を精一杯頑張り、夜になって「ああ、

いい一日だった」と満足して休む。そんな生活が続

けばどんなにすばらしい人生になるだろう。また、

新しい年を迎える元旦は、普段の朝とは異なって

格別な気分になる。「よし、やるぞ！」とひそかに

心に誓う。毎朝を元旦のような気持ちで迎えたら、

どんな一年になるのでしょうか。

充実した一日を過ごすと、ぐっすり眠ることが

できます。逆に、悪いことをしたり心配を明日に

残しているとぐっすり眠ることはできません。私

自身もこのことはよく経験します。ぐっすり眠る

ために、私たちはどうすればいいのでしょうか？

私たちはずっと起き続けることはできませんし、

眠り続けることもできません。そして、ずっと生

き続けることもできません。ある人の言葉ですが、

「不満足な生き方は不満足な死を招き、不満足な

死は不満足な生き方にしかならない。今日の幸せ

がなければ明日の幸せにつながらない…」。まさ

にその通りだと思います。

若い時の一日はあっという間に過ぎるが一年は

長い。しかし、年をとると一日は長いが一年はあっ

という間に過ぎていく。悔いのない人生（学校生

活）を過ごしたいものです。大事なことは、「今何

ができているか｣あるいは「今何をしているのか｣

ということを常に考えることだと思います。2013

年が皆様にとって、すばらしい年になることを

祈っています。
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★ 学年末試験に向けて

★ １・２年生　１・２月模擬試験　予定

₁年進研記述模試（₁月25日実施）

◆　時間割
８:35～ 　SHR
８:55～10:15 英　　語（80分）
10:30～12:10 数　　学（100分）

昼休み
12:55～14:15 国　　語（80分）

SHR

₂年進研記述模試（₁月25日実施）

◆　時間割
８:35～ 　SHR
８:55～10:25 国　　語（90分）
10:40～12:10 英　　語（90分）

昼休み
12:55～13:45 社　　会（50分）
12:55～14:55 数　　学（120分）
15:05～15:55 社　　会（50分）
16:05～16:55 理　　科（50分）
16:55～17:45 理　　科（50分）

※午後の受験教科・科目については、個人選択となり、下線部が各終了時間となります。

₂年進研マーク模試（₂月₆日実施）

◆　時間割・実施科目
８:35～ 　SHR
８:55～10:45 英　　語（110分）　記述80分のちリスニング30分
10:55～12:15 国　　語（80分）　OR　理　　科　（60分）

昼休み
13:00～14:00 数　　学①（60分）　OR　社　　会　（60分）
14:10～15:10 数　　学②（60分）　

15:20～16:20 理　　科（60分）　OR　社　　会　（60分）
16:30～18:30 社　　会（120分）（２科目）　OR　理　　科（120分）（２科目）

※英語以外の受験教科・科目は、個人選択となります。

進路指導部

《 高　校 》
この一年間の自分の学習方法を今一度振り返ってみましょう。勉強＝宿題オンリーの生活になって

いなかったでしょうか。クラブ活動での疲れを言い訳にして学習から逃げていなかったでしょうか。
試験前にあわてて詰め込むやり方では、本当の実力はつきません。普段から継続した学習が何よ

りも大切です。高校生は、一般に学年＋１時間の学習時間を毎日確保することが必要だと言われて
います。高校における学習内容をしっかり身につけるにはそれくらいの時間が必要なのです。特に
高校２年生にとっては、この１月～３月までの期間は「３年生０学期」と言われており、来る大学入
試に向けて本格的に学習をスタートさせなければならない大切な時期です。気持ちを新たにして、
学習に臨んで下さい。

さて、高校は２月16日㈯から、今年度最後の定期試験が行われます。これまでの反省を活かして、
普段からの取り組みを大切にしましょう。いよいよ明日から授業スタートです。

《 中等部 》
学年末試験が２月18日㈪から始まります。この試験は１年間のラストを締めくくる大事な試験です。
授業への集中が成績向上の根本であることは間違いありませんが、それを定着させるのは「家庭に

おける日々の学習時間」を確保することです。成績が伸び悩んでいる人は、「宿題だけはやるけど（そ
れもやらないのは論外！）、勉強は試験前だけ」という家庭学習になってはいませんか。一般に成績
上位者は、宿題だけでなく予習や復習などの家庭学習をしている人が多いはずです。毎日の授業を
確実に理解していくためにも、「予習→授業→復習」の学習サイクルを身につけましょう。また、で
きる限り早く計画的な試験対策をスタートするようにしましょう。

高校・中等部教務部

2013年度　中等部入試
　【募集定員】英数特進コース　40名
　　　　　　　総合進学コース　80名

出願期間 試験日 合格発表

A日程 2012年12月17日㈪～12月21日㈮
2013年１月11日㈮～１月18日㈮ １月19日㈯　９時集合　　 １月21日㈪　11時～15時

B日程 2012年12月17日㈪～12月21日㈮
2013年１月11日㈮～１月20日㈰ １月20日㈰　９時集合　　 １月21日㈪　11時～15時

C日程 2012年12月17日㈪～12月21日㈮
2013年１月11日㈮～１月21日㈪ １月21日㈪　16時30分集合 １月24日㈭　15時～17時

2013年度　高校入試
　【募集定員】英数特進コース　 40名
　　　　　　　総合進学コース　160名
　　　　　　　（内部進学予定者含まず）

出願期間 試験日 合格発表

入試 2013年１月25日㈮～1月31日㈭ 学科　２月９日㈯
面接　２月10日㈰ ２月12日㈫

★ 中・高　入試について 生徒募集対策室
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★ 高校１・２年保護者対象　進路講演会について ★ 高校１年合唱コンクール

★ 漢字検定

★ 英語検定について

★ 中等部百人一首大会

★ 高校１年生対象　付属生のための東海大学オープンキャンパスについて

高校１・２年保護者を対象として、進路講演会を下記のように開催いたします。

記

１．目　的 進路実現に向けて、家庭での進路サポートの方法等の紹介と東海大学への内部推薦
について詳しい説明をいたします。

２．日　時 2013年１月26日㈯　14:00～15:50（予定）

３．場　所 東海大学付属仰星高等学校　講堂

４．内　容 第１部： 14:00～15:00（60分）
高校１・２年　共通　＜講堂＞
・「関西の大学の入試動向と家庭内進学サポートについて」
　講師：駿台予備学校　西　昭広 氏

第２部：15:10～15:50（40分）
高校１・２年　共通　＜講堂＞
・東海大学　内部推薦説明会（内部推薦の早期化等について）

　　　　　説明：仰星高等学校　進路指導部主任　中田直樹

５．対　象 高校１・２年生の保護者

　　　　　　※お車でのご来校はお断りいたします。
　　　　　　※上履きをご持参ください。

高校１年生対象、付属生のための東海大学および短期大学部のオープンキャンパスが以下の日程
で実施されます。詳しい内容は後日お知らせいたします。

　　日　程：2013年３月16日㈯
　　場　所：東海大学　湘南キャンパス

進路指導部

進路指導部

2013年１月24日㈭13:30から本校講堂で、高校１年生の合唱コンクールを行います。10月から音楽
Ⅰの授業では、各クラス合唱に取り組んでいます。その授業内の練習の成果の発表として行ってい
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
護者の方も見学していただけますので、是非ご来場ください。

仰星中等部では、毎年生徒全員による漢字検定の受検を行っています。本年度は来たる１月25日
㈮に校内受検を実施します。中学卒業までに、総合コースは３級の取得を、英数コースは準２級の
取得を目標にしています。

漢字への取り組みは国語の勉強で最も重要な基礎の部分です。受検する級に合格すると漢字に対
する自信が大いに芽生えます。生徒の皆さんは、日ごろの学習の成果を発揮し、この機会に自分の
目標級の合格を目指して学習に励んでください。

中等部では毎年生徒が自分の実力に合った級の実用英語検定（英検）を受検しています。
英語能力の公的指標となる英検にチャレンジする事が、英語学習意欲の向上に繋がります。また、

目標級に合格すれば、英語力に対する自信と公的資格を得る事が出来ます。
今年も、１月25日㈮に、中等部全員が５級から２級に挑戦します。
合格を勝ち取るためには、日頃の授業に真摯に取り組むだけではなく、自宅学習でも積極的に英

語学習に励む事が望まれます。

来たる１月17日㈭に、第17回の中等部百人一首大会が開催されます。内容は「暗記テスト」（各学
年別の範囲）と「かるた競技」（源平戦）の二部構成です。当日は１限目に暗記テストの後、午前中に
各教室で一次・二次予選が行われ、予選を勝ち抜いた18チームが、講堂舞台に敷かれた緋毛氈の上
で熱戦を繰り広げます。百人一首のテキストは大変興味がわく内容になっていますので、知的好奇
心が刺激されると思います。国語やHRの時間などで練習を重ねた成果が本番で発揮されることを期
待しています。

高校

中等部　国語科

中等部　英語科

中等部　国語科
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★ 卒業式

★ 高２研修旅行

★ 創作ダンス発表会

★ 2012年度　English Contest

★ 耐寒行進

2013年３月５日㈫本校講堂に於いてEnglish Contestが開催されます。１年生はRecitation（暗唱）、
２年生はSkit（寸劇）、３年生はSpeech（スピーチ）にそれぞれ取り組みます。授業を使っての予選
を勝ち抜いた者が、当日、講堂舞台で発表を行ないます。

１年生のRecitationは、正確な暗記だけではなく、感情の込め方や抑揚や発音等が、採点の対象と
なります。

２年生のSkitは台本作りに始まり、英語台詞を考える事、舞台装置の制作、演技の練習等、様々
な課題に各班が取り組みます。

３年生のSpeechは、各自が選定したテーマに沿った英語原稿を作り、発表の練習を行います。内
容は勿論の事、発表時の流暢さ等が審査の対象となり、毎年大変知的レベルの高い戦いとなってい
ます。各クラスでの予選を勝ち抜き、決勝進出者に選ばれる事は、大変な名誉であると言えます。

保護者の方にも公開しておりますので、是非お越し頂き、生徒の奮闘振りを是非御覧下さい。

中等部　英語科

中等部では、2013年１月26日㈯（雨天時は２月２日㈯に延期）に耐寒行進を行います。京都の中書
島から仰星までを１日かけて歩く伝統行事です。昨年度までは35.7㎞でしたが、今年度はフルマラソ
ンと同じ距離の42.195㎞を歩きます。途中、宇治の平等院や橘橋などの観光名所を通り、山城総合運
動公園で昼食をとり、京田辺の野外活動センターで保護者会の方々に作っていただいた熱いとん汁
に舌鼓を打ちながら、ゴールの仰星を目指します。体力的、精神的に疲れると思いますが、忍耐強
さが形成され、友だちと助け合いながら歩くことでより深い絆がうまれます。そして何より、仰星
に着いたときには今までにない達成感を味わうことができます。今年も全員「完歩」を目指します！

耐寒行進実行委員会委員長

2013年２月２日㈯　13:30開演

高校１・２年生女子による創作ダンス発表会です。
ぜひ見に来てください。

高校　体育科

第一部

₁、₁－₃　　　　　₃.11
₂、₁－₇　　　　　Shine & Dark　～呪われた天使～
₃、₁－₅　　　　　₂月14日　～heartful day～
₄、₁－₆　　　　　和洋折衷
₅、₁－₂　　　　　だって猫だもん～
₆、₁－₈・₉Ａ　　悲劇の妖精
₇、₁－₈・₉Ｂ　　Disney World
₈、₁－₄　　　　　High School Musical

第二部

₁、₂－₉・10　　バイオハザード
₂、₂－₃　　　　ドラキュラ
₃、₂－₆・₇　　Another Face
₄、₂－₄　　　　オセロ　～光と影～
₅、₂－₈　　　　宇宙の誕生
₆、₂－₂　　　　喜怒哀楽　～いじめ～

◆ オーストラリアコース
オーストラリアコースは今年も200名近い希望者で１番人気となりました。このコースの魅力は

３日間ではありますが、現地の家庭で過ごすホームステイにあります。多くの生徒にとって初めて
の体験で、大変貴重なものとなることでしょう。また、これまで非常に強い希望がありながら実現
できなかった、野生のイルカとの交流ができるタンガルーマ島へも行けるようになりました。さら
に生徒個人で選択できるオプショナルコースも６コースと、非常に充実したものとなっております。
１週間と短い期間ではありますが、日本ではできない経験を明確な目的をもって有意義な研修旅行
にしてもらいたいと思います。

◆ ドイツコース
ドイツコースは、首都ベルリンを中心に４泊６日の旅となっています。本年度も研修旅行委員が

中心となって、研修内容を検討・作成してきました。今年は特に、２日目のコース別研修で、サッカー
コース、音楽コース、観光コースのそれぞれが、ドレスデン、ライプツィヒ、リューベックという別々
の街に列車ででかけるという変化に富んだ内容となっています。３日目は強制収容所跡やベルリン
の壁を見学し、平和学習をするとともに、ベルリン市街各地を訪れ、ドイツの歴史や芸術に触れます。
４日目には、グループ活動で現地の大学生と交流し、ドイツの文化や風習を体感します。生徒34名
全員が、有意義で実り多き研修旅行にしていきたいと考えております。

◆ ハワイコース
ハワイコースは４泊６日で行われます。今年度から設定されたコースではありますが、研修旅行

委員が中心となって本やインターネットを使って研修内容や行程を検討してきました。アラモアナ
ショッピングセンターに隣接しているホテルに宿泊するので、買い物を楽しむことができます。現
地に到着した日から研修が始まります。ノースショアでウミガメを見たり、ダイヤモンドヘッドに
登山したり、クアロア牧場でアクティビティを楽しんだりと、ハワイの大自然を満喫します。ポリ
ネシア文化センターでハワイの文化を学び、実際に体験もできます。生徒33名で充実した研修旅行
にしていきたいと思います。

◆ 沖縄コース
沖縄コースは、本島に２泊、石垣島に２泊の４泊５日で行われます。今年の研修旅行も昨年同様、

研修旅行委員を選出し、彼らでコースを考えました。内容は、初日の那覇市内から旧海軍司令部壕
見学に始まり、最終日の石垣島観光まで充実したものとなっています。特に２日目の本島での選択
コースでは、ちゅらコース、うちなーコースとてぃだコースの３コース、４日目の離島での選択コー
スは、西表島探検コース、シーカヤックコースとダイビングコースの３コースをそれぞれ選択し、
カヌー体験・水牛観光・ダイビング・サイクリング体験など自然を満喫できるコースやシーサーづ
くりなどの文化を体験できるコースが選択できるように設定しました。楽しく充実した研修旅行に
していきたいと思います。

高校２年生

高　校　３月１日㈮　開式10:00
中等部　３月９日㈯　開式10:00

上記の通り、高校は第28回、中等部は第15回の卒業証書授与式が予定されています。例年、多く
の来賓や保護者の方々をお迎えして感動的な卒業式が挙行されてきました。

３年間、あるいは６年間の成長ぶりをご覧いただきたく、本年度も保護者の皆様には、たくさん
のご臨席をお願い申し上げます。

中・高学年主任
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中等部 高等学校

集後記編 後

１月～３月行事予定１月～３月行事予定

新年明けましておめでとうございます。去年はさまざまな面で活躍が多く、実り多い年となりま
した。今年もさらに素晴らしい１年となるよう勉強・スポーツに頑張りましょう。まだまだ寒い日
が続きますので、体調管理に気をつけてください。（K）

１月１日㈫ 元日
１月８日㈫ １限　全校集会　２限～　平常授業
１月11日㈮ 課題試験（１・２年はベネッセ＋理社）
１月14日㈪ 成人の日
１月17日㈭ 百人一首大会
１月18日㈮ １～６限　授業（入試準備）
１月19日㈯ 中等部入試Ａ日程

自宅学習
１月20日㈰ 中等部入試Ｂ日程
１月21日㈪ 中等部入試Ｃ日程

４限　授業（14:00完全下校）
１月23日㈬ 自宅学習
１月25日㈮ 英検・漢検
１月26日㈯ 耐寒行進
２月２日㈯ 耐寒行進予備日
２月４日㈪ 朝礼⑦
２月６日㈬ 五ツ木模試（１・２年）
２月７日㈭ 知財教育校内研究授業（５限）
２月８日㈮ １～６限　授業（入試準備）
２月９日㈯ 高校入試（学科）

自宅学習
２月10日㈰ 高校入試（面接）
２月11日㈪ 建国記念の日
２月12日㈫ 自宅学習
２月14日㈭ 人権LHR
２月18日㈪～20日㈬

学年末試験
２月21日㈭～22日㈮

自宅学習
２月23日㈯ 答案返却
２月25日㈪ 自宅学習
２月26日㈫ １～３限　特別授業

２・３限　３年　保健講話
２月27日㈬ １～３限　特別授業

午後：追試オリエンテーション
２月28日㈭ １～３限　特別授業
３月１日㈮ 自宅学習
３月２日㈯ １～３限　特別授業
３月４日㈪ １～３限　特別授業

午後：追試
３月５日㈫ イングリッシュコンテスト

午後：追試
３月６日㈬～７日㈭

１～３限　特別授業（１・２年）
卒業式リハーサル（３年）

３月８日㈮ 卒業式リハーサル・中等部集会
教科書販売・写真撮影

３月９日㈯ 卒業式　10:00
３月11日㈪～15日㈮

１～３限　特別授業（１・２年）
午後：三者面談（１・２年）

３月16日㈯ 自宅学習
３月18日㈪ 修了式
３月20日㈬ 春分の日

１月１日㈫ 元日
１月８日㈫ １限　全校集会　２限～　共通実力試験
１月９日㈬～11日㈮

３年　追試
１月９日㈬～18日㈮

３年　冬期特別講座（Ⅱ期）
１月14日㈪ 成人の日
１月17日㈭ 入試打ち合わせ
１月18日㈮ １～６限　授業（入試準備）
１月19日㈯ 自宅学習・中等部入試Ａ日程

センター試験
１月20日㈰ 中等部入試Ｂ日程

センター試験
２年　英数・Ⅰ類チャレンジセンター（外部受験）

１月21日㈪ 中等部入試Ｃ日程　１～４限　授業
３年　センターリサーチ

１月22日㈫～31日㈭
３年　冬期特別講座（Ⅲ期）

１月23日㈬ 自宅学習（中等部入試振替）
１月24日㈭ １年　合唱コンクール（５・６限）
１月25日㈮ １・２年　進研記述模試
１月26日㈯ １・２年　生徒対象　東海大内部推薦説明会（講堂　４限）

１・２年　保護者対象　進路講演会（講堂　14:00～16:00）
１月31日㈭ ２年　進路LHR（講堂　ベネッセ講演会）

※１組はクラスLHR
２月１日㈮～23日㈯

３年　学習会
２月２日㈯ １・２年　女子ダンス発表会
２月６日㈬ ２年　進研マーク模試
２月７日㈭ 高校人権LHR
２月８日㈮ １～６限　授業（入試準備）

研修旅行前検診
２月９日㈯ 高校入試（学科）・自宅学習
２月10日㈰ 高校入試（面接）
２月11日㈪ 建国記念の日
２月12日㈫ 自宅学習（高校入試振替）
２月16日㈯～20日㈬

学年末試験
２月20日㈬ ３年　登校日　12:30 ・２年　写真撮影
２月21日㈭～22日㈮

自宅学習
２月23日㈯ 答案返却
２月27日㈬ 追試オリエンテーション　２年　9:30　１年　13:30
２月28日㈭ 全校集会・卒業式リハーサル・１年　写真撮影
３月１日㈮ 卒業式　10:00・謝恩会

１・２年　自宅学習
３月１日㈮～７日㈭

２年　研修旅行
３月２日㈯～７日㈭

１年　特別授業（１～３限）
３月４日㈪ １年　進路講演会（４限）
３月７日㈭ １年　スタディサポートリサーチ（４限・40分）
３月８日㈮ １年　スタディサポート（60分×３教科）

２年　自宅学習
３月９日㈯ 自宅学習
３月11日㈪～15日㈮

春期特別講座（１・２年）　英数　必須　総合　希望者
３月12日㈫～14日㈭

追試
３月16日㈯ 自宅学習
３月18日㈪ 修了式・教科書販売・１・２年 写真取り直し
３月20日㈬ 春分の日
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