
「努力の天才」に
中高時代の渦中にいる生徒の皆さんは、これから

の人生をいかようにでも創り得る可能性があります。

スポーツは、まさに人生そのものです。努力した

分だけ、自分に返ってきます。生徒の皆さんには「努

力の天才」になってほしいと願っています。大リー

ガーのイチロー選手の言葉に、「努力せずに何かで

きるようになる人のことを『天才』というのなら、僕

はそうじゃない。努力した結果、何かができるよう

になる人のことを『天才』というのなら、僕はそうだ

と思う。人が僕のことを、努力もせずに打てるんだ

と思うなら、それは間違いです。」

「天才とは99％の努力と１％のひらめきである」と

エジソンの名言があるように、どんな強打者でも最

初は素人だったはずです。けっして特別な人間では

ありません。 しいて言えば普通の人より努力した

ということです。常に目的を見失わずに努力を続け

る限り、最後には必ず報われます。一度や二度の挫

折に負けない強靭な精神力を持って前向きに努力す

れば、必ず道は開けると私は信じています。

天才とは努力する力であると思います。ただ、努

力した者が成功するとは限りません。しかし、成功

する者は皆努力しています。努力し続け、上手くな

りたい部分が沢山ある、その姿勢が上位をキープす

ることにつながります。

世に抜きん出るには二つの方法があると思います。

自分自信の努力によるか、他人の愚かさを利用する

か、そのいずれかです。努力する人は希望を語り、

怠ける人は不満を語ります。

将来を見通すということは、今日を努力して生き

ることの延長線上にあると思います。今日の成果は、

過去の努力の結果であり、 未来はこれからの努力で

決まります。無限に発展する道はいくらでもあると

思います。 要はその道を探し出す努力です。

明日から夏休みです。今何をすることが大切かは、

人により異なります。夢を掴むことというのは一気に

はできません。小さな努力を積み重ねることで、いつ

の日か信じられないような力を出せるようになってい

くものだと思います。

高校副校長　髙 橋 　 望
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保護者の皆様へ。
スマートフォン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ます。本校におい

ては、長期の休みを迎えるにあたり、２つの側面で保護者の皆様にもご注意いただきたいと考えています。
一つは、青少年におけるソーシャルメディアの利用が拡大している状況についてです。その利用の容易

さ簡便さにより影響やリスクを考えることなく、安易な発言や画像の投稿、プライバシーに関わる情報等
を発信し、ネット上での炎上や犯罪被害につながる問題の発生が多発しています。ソーシャルメディアの
利用は、保護者や教員よりも生徒側が先行する場合が多いだけに、保護者や教員がソーシャルメディアを
利用するかどうか、詳しいかどうかに関係なく、生徒に対して、一定の決まりを作っておくことが必要に
なってきます。

また、もう一つは依存度の高さです。無料ゲームアプリケーションも数多く存在することは、保護者の
方々もご承知のことだと思います。そのようなゲームアプリケーションに夢中になり、学習活動をまった
くしない中・高生が増加していることも事実です。また、アプリケーションによっては使用料金が発生す
るものもあり、高額な請求がされる場合もあります。生徒が使用する情報機器に関しては、フィルタリン
グをかけていただくことを勧めています。しかしながらスマートフォンに関しては、フィルタリング機能
の効かないものがほとんどであり、生徒に持たせることは慎重にしていただきたいと思います。

２つの側面とも是非一度、ご家庭内で携帯電話・スマートフォンの使用に関するルール決めをしていた
だくようお願いします。

最後に、生徒達も夏休みは気がゆるみがちになります。興味本位で繁華街等のにぎやかな場所に出入り
し、思わぬ事件・事故に巻き込まれてしまい、取り返しのつかないことにもなりかねません。またそのよ
うな場所では違法薬物等が出回り、使用した者による重大な事件も新聞・ニュース等で報じられていま
す。そのようなことにならないよう、言葉巧みに近づき勧められるものに手を染めることのないよう、普
段から生徒の状況を十分に把握していただきたいと思います。

生徒が一人で悩んでいるような場合は一声かけていただき、話を聞いてあげて下さい。お困りの場合
は、学校や警察にご相談して下さい。生徒達が有意義な夏休みを過ごせるよう保護者と学校でサポートし
ていきたいと考えています。ご協力よろしくお願いします。

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１総合進学、高２・高３総合
進学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です。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総合進学コース】

日程：７月24日（月）～31日（月）および
　　　８月18日（金）～22日（火）＜午前＞
科目：国語・数学・英語

【高１英数特進コース】
日程：７月24日（月）～31日（月）および
　　　８月18日（金）～22日（火）＜午前＞
　　　８月25日（金）
　　　（週間特別講座）＜午後＞
科目：国語・数学・英語

【高２総合進学コースⅡ類】
日程：７月24日（月）～31日（月）および
　　　８月18日（金）～22日（火）＜午前＞
科目：（理系）英語・数学　（文系）英語・国語

【高２総合進学コースⅠ類】
日程：７月24日（月）～31日（月）および
　　　８月18日（金）～22日（火）＜午前＞
　　　（週間特別講座）＜午後＞
科目：（理系）英語・数学・国語・化学・地理・

　　　　　　　物理／生物
　　　（文系）英語・数学・国語・生物基礎・
　　　　　　日本史／世界史

【高２英数特進コース】
日程：７月24日（月）～31日（月）および
　　　８月18日（金）～22日（火）＜午前＞
科目：（理系）  英語・数学・国語・化学・地理・

物理／生物
　　　（文系）英語・数学・国語・生物基礎・
　　　　　　日本史／世界史

【高３総合進学コースⅡ類】
日程：７月24日（月）～31日（月）および
　　　８月18日（金）～22日（火）＜午前＞　　
科目：（理系）英語・数学・物理／化学／生物
　　　（文系）  英語・国語・日本史／世界史

【高３英数特進コース・総合進学コースⅠ類】
日程：７月24日（月）～31日（月）および
　　　８月18日（金）～22日（火）＜午前＞
科目：（理系）  国語・地理・数学・物理／生物・

化学・英語
　　　（文系）国語・日本史／世界史・数学・
　　　　　　生物基礎・化学基礎・英語

★夏期特別講座について 高校教務部

中等部教務部

以前にお知らせいたしました通り、以下の日程で夏期特別授業を実施いたします。全コースとも必修と
なっており、年間の授業時間数にも含めます。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。特に中学３年生にとっては、高校進学に向けて大切な時期です。この授業で前期の復
習をしっかり行い、後期につながるように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、別途配布したプリントを参照して下さい。

☆第Ⅰ期：７月24日（月）～28日（金）（５日間）
実施内容：期末試験再テスト、前期補充授業、夏期テキスト演習、高校英数との連携授業（中３英数のみ）
実施教科・時間：①中１・中２・中３（総合進学コース）

午前：60分×３コマ⇒国語（３）・数学（３）・英語（３）・理科（３）・社会（３）
②中１・中２（英数特進コース）

午前：60分×３コマ⇒国語（４）・数学（４）・英語（５）・理科（１）・社会（１）
③中３（英数特進コース）

午前：60分×３コマ＋午後：50分×２コマ
⇒国語（５）・数学（４）・英語（４）・理科（５）・社会（５）＋高校英数連携授業 英・数（２）

☆第Ⅱ期：８月18日（金）～８月22（火）（土・日除く３日間）
実施内容：夏期テキスト進捗状況確認、五ツ木模試対策演習
実施教科・時間：①中１・中２（全コース）、中３（総合進学コース）

午前：60分×３コマ
⇒国語（２）・数学（２）・英語（２）・理科（１）・社会（１）＋夏期テキストチェック（１）

②中３（英数特進コース）
午前：60分×３コマ＋午後：50分×２コマ
⇒国語（３）・数学（３）・英語（３）・理科（３）・社会（３）

※９月14日（木）には、夏休みの課題試験として五ツ木模試を実施いたします。実力アップした成果が出
せるように、がんばっていきましょう。

※なお、夏期テキストは期日までに仕上げてきちんと提出できるよう、計画を立てて取り組んで下さい。

今年度の夏休みは７月19日（水）～８月23日（水）です。８月24日（木）は全校集会、LHR後、３限から授業
がスタートします。今年度は８月24日（木）・25日（金）の期間は午前中４時限授業となりますが、午後に前
項の週間特別講座が開講されるコースもあります。８月26日（土）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

８月６日から８日にかけて東海大学湘南校舎において、「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付属校の中高生を対象に若い才能の成長支援などを目的
に実施しているイベントです。

学園オリンピックのスポーツ部門には、全国に14ある付属高校から各競技の代表者約1,700人が集い、個
人・団体の成績と学年ごとの総合成績を競い合います。本校からは、剣道部、陸上競技部、柔道部、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。本校生徒の活躍が期待されます。

★学園オリンピック（スポーツ部門）

★夏休みの行動に注意を！

★夏期特別授業について
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（１）2018年度（平成30年度）センター試験 説明会　予定

１．実施日：2017年９月７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：2017年８月25日（金）

２．内　容：学習状況リサーチ40分

　　　　　　英・数・国　　各60分

（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：2017年９月７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：2017年９月20日（水）

２．内　容：国語＜200点・80分＞・数学①②＜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＞・

　　　　　　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

★進路行事 進路指導部

★研究部からの報告
研究部では、教科教育の枠を越えた「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します。

（１）６月17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発表会を実施しました。

東海大学各付属校では、「高校現代文明論」の一環として知的財産教育に取り組んでいます。本校では
高校１年生各生徒が “世界を変えた発明80選”の中から１つ商品やサービスを選び、４月から２か月間情報
の時間を使って調べた内容について、パワーポイントに纏めていく作業に取り組んでいます。６月17日の
発表会では、クラス予選を勝ち抜いた各クラス２名の代表者が講堂でプレゼンテーションを行いました。
様々な種類の製品・サービスの歴史・社会的影響等についての充実した発表が行われ、会場は大いに盛り
上がりました。

（２）学園オリンピック 文化部門について。 １次審査に４名の生徒が合格しました。

東海大学には、各付属校生徒が、文化・スポーツ分野で競い合いながら技能技量を高める“学園オリン
ピック”と呼ばれるイベントがあります。本校からは、３-９岡田俊介君が音楽部門１次審査を通過し、５
月に東海大学湘南キャンパスで実施されたコンクールに臨みました。岡田君は、声楽部門、バリトン、曲
名：樹木の陰で見事銅賞を獲得しました。

また、他文化部門にも多くのエントリーがあり、４名の本校生徒が５～６月に行われた一次審査に合格
しました。部門・生徒名は以下の通りです。

国語部門：３-Ｃ　加藤帆夏さん・２-Ａ廣瀬弥子さん・２-Ｃ長村更紗さん
英語部門： ２-９岩本萌瑛さん
４名の諸君は、東海大学嬬恋高原研修センター（群馬県吾妻郡嬬恋村）で開催される夏季セミナー（７月31

日～８月５日）に参加します。夏季セミナーには、１次選考を通過した生徒諸君が全国の付属高等学校、中
等部から集まり、各部門で大学教員の指導を受けながら切磋琢磨します。

『思春期』

思春期は子どもから大人へと変化する大事な時期です。この時期は、頼りたい気持ちと頼りたくない気

持ちとで複雑に揺れ動きます。成長することで、様々なことに気づき、精神的なしんどさを感じるように

なります。保護者の方の目には、反抗的で素直でなくなったように見えることもあるかもしれませんが、

それは、成長して自分の考えを持つようになったことの表われでもあります。二十歳になった時に精神的

な自立ができるよう、周りの大人は、思春期のしんどさを理解し、必要なサポートをしつつ成長を見守っ

ていきたいですね。

スクールカウンセラー　久保田美津代

★2017年度　星河祭（９月27日・９月30日〜10月１日）
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、開校４年目に生徒の発案により「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一つと、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。

今年は９月27日に体育の部、９月30日～10月１日に文化の部が行われます。
体育の部では、四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所に人気があります。

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、一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たいと思っています。

★スクールカウンセラーからのメッセージ
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中等部 高等学校

集後記編 後

７月～９月行事予定７月～９月行事予定

６月27日㈫～７月５日㈬
３年　ハワイ語学研修

７月４日㈫ １・２年　１～３限授業
７月５日㈬～７日㈮

１・２年　前期期末試験
７月６日㈭ ３年　自宅学習
７月７日㈮ ３年　１～３限授業
７月８日㈯・10日㈪・11日㈫・13日㈭・14日㈮・15日㈯

自宅学習
７月８日㈯ 第１回オープンスクール
７月12日㈬ 答案返却
７月17日㈪ 海の日
７月18日㈫ 全校集会
７月19日㈬～22日㈯

三者面談
７月24日㈪～28日㈮

夏期特別授業（第Ⅰ期）
※３年英数は５限授業、他は３限授業

７月31日㈪～８月５日㈯
学園オリンピック夏季セミナー（群馬県嬬恋高原）

８月11日㈮ 山の日
８月18日㈮・21日㈪・22日㈫

夏期特別授業（第Ⅱ期）
※３年英数は５限授業、他は３限授業

８月24日㈭ １限全校集会　２～４限平常授業
８月25日㈮ １～４限授業　※３年４時限目に職業講話
８月26日㈯ 平常授業開始　第１回プレテスト
９月９日㈯ １～４限授業　40分短縮授業

午後：中等部第１回入試説明会
９月11日㈪～９月16日㈯

カナダトロント研修
９月14日㈭ 課題試験（五ツ木模試）
９月18日㈪ 敬老の日
９月23日㈯ 秋分の日
９月25日㈪ 星河祭 体育の部　リハーサル・準備
９月26日㈫ 平常授業
９月27日㈬ 星河祭 体育の部　（雨天中止・平常授業）
９月28日㈭ １～４限授業・星河祭準備
９月29日㈮ １～２限授業・星河祭準備（机・椅子移動）
９月30日㈯ 後期始業式・星河祭 文化の部　第１日目
10月１日㈰ 星河祭 文化の部　第２日目
10月２日㈪・３日㈫

自宅学習

７月４日㈫～７日㈮
前期期末試験

７月８日㈯・10日㈪・11日㈫・14日㈮・15日㈯
自宅学習

７月12日㈬ 答案返却・夏休み前クラブ健康診断
７月13日㈭ 進研記述模試
７月17日㈪ 海の日
７月18日㈫ 全校集会
７月19日㈬～22日㈯

三者面談
７月24日㈪～31日㈪

夏期特別講座（前期）
１～３年　英数特進（必須）
２・３年　総合Ⅰ類（必須）
１年　　　総合（希望）
２・３年　総合Ⅱ類（希望）

８月11日㈮ 山の日
８月18日㈮～22日㈫

夏期特別講座（後期）
１～３年　英数特進（必須）
２・３年　総合Ⅰ類（必須）
１年　　　総合（希望）
２・３年　総合Ⅱ類（希望）

８月24日㈭ 全校集会（１限）LHR
１年　スタディサポートリサーチ（２限）
３・４限平常授業

８月25日㈮ １～４限授業
１年　スタディサポート３教科
２年　思春期講演会（13：30～）

８月26日㈯ 平常授業開始
１年　文明論の旅ガイダンス（１限）

８月28日㈪～９月16日㈯
教育実習

９月７日㈭ ２年　進路LHR
３年　センター試験説明会（放課後）

９月９日㈯ １～４限授業　40分短縮授業
９月18日㈪ 敬老の日
９月20日㈬ ３年　ベネッセ駿台マーク模試
９月23日㈯ 秋分の日
９月25日㈪ 星河祭 体育の部　リハーサル（午前）

星河祭 体育の部　準備（午後）
９月26日㈫ 平常授業
９月27日㈬ 星河祭 体育の部（雨天中止・平常授業）
９月28日㈭ １～４限授業・星河祭 文化の部　準備
９月29日㈮ １～２限授業（机・椅子移動）

星河祭 文化の部　準備
９月30日㈯ 後期開始式・星河祭 文化の部　１日目
10月１日㈰ 星河祭 文化の部　２日目

待ちに待った夏休みがやってきました！どう過ごしても今年の夏は一度だけです。勉強、クラブ
など人それぞれ打ち込むものは違いますが、充実した時間になるようにしっかり計画をたてましょ
う。今夏も猛暑になるようです。くれぐれも熱中症には気をつけてください。　　　　　　　（Ｍ）
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