
「team Gyosei」高等学校創立30周年！
大阪府枚方市に1983年４月に東海大学の教育機関

として東海大学付属仰星高等学校が設立され、昨年

で創立30年目を迎え、今年30周年記念の年となりま

した。この30年間、本校の教育活動にご理解、ご支

援いただきました全ての皆様に心から感謝とお礼を

申し上げたいと思います。本校は東海大学の教育理

念・建学の精神のもと開校以来、特色ある教育を展

開し「高いレベルの文武両道」の実践に努めてまいり

ました。そして、今年の創立30周年記念を節目に、

生徒・保護者・教職員・卒業生〔10,947名（１期生〜

28期生）〕全てのメンバーが「team Gyosei」の言葉の

もと、１つとなり、本校が目指す、将来の日本また

世界の平和と安全を担う人材の育成という教育目標

をあらためて心に刻み、本校の進化・発展に努めた

いと思っております。

また、中等部は1996年に開校し、今年で18年目を

迎えました。高等学校同様、中等部も東海大学の教

育理念・建学の精神の実践に努め、学習とクラブ活

動の両立を目標に日々頑張っております。中等部に

おいても、今年の高等学校の創立30周年記念を同じ

思いでお祝いし、中高一貫の絆をさらに強めたいと

思います。

下に示しております30周年記念のロゴマークに

ある言葉「理想の星は大空に」は本校校歌の３番の

歌詞に出てくる言葉です。皆様もご承知の通り、

本校の校歌は中等部も高等学校も同じであります。

つまり「team Gyosei」を全員で掲げ、東海大学の教育

機関としての使命の達成に向け大きな目標を持ち、

教職員はじめ中高の生徒達、保護者、卒業生の皆様

が１つとなり邁進しようという強い意志を意味し

ております。

副校長　小 寺 建 仁
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★2013年度 星河祭（9月27～29日）

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。その中には有害なサイトも存在することは、保護者の方々もご承知のことだと思います。そこで平
素より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ていただくことをお勧めしています。
また、スマートフォンに関しては、フィルタリング機能は効かないため生徒に持たせることは慎重にして
もらいたいと思います。本校では、携帯電話の校内持ち込みを禁止しています。是非一度、携帯電話に関
する取り決め、特にスマートフォンを持っている生徒については家庭のほうで、使用に関するルール決め
をしていただきたいと思います。

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、また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、学校や警察に相談して下さ
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３総合進学コースⅠ類・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25日（木）〜30日（火）および８月19日（月）〜22日（木）＜午前＞
　　　　８月26日（月）・28日（水）・30日（金）（週間特別講座）＜午後＞
科　目：国語・数学・英語

【高２英数特進コース】
日　程：７月25日（木）〜30日（火）および８月19日（月）〜22日（木）＜午前＞
　　　　８月26日（月）・28日（水）・30日（金）（週間特別講座）＜午後＞
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・英語

【高２総合進学コースⅠ類】
日　程：７月25日（木）〜30日（火）および８月19日（月）〜22日（木）＜午前＞
　　　　８月27日（火）・28日（水）・30日（金）（週間特別講座）＜午後＞
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・英語

【高３英数特進コース・総合進学コースⅠ類】
日　程：７月25日（木）〜30日（火）および８月19日（月）〜22日（木）＜午前＞
　　　　８月26日（月）〜30日（金）（週間特別講座）＜午後＞
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・英語

【高３総合進学コースⅡ類】
日　程：７月25日（木）〜30日（火）および８月19日（月）〜22日（木）＜午前＞
　　　　８月26日（月）〜28日（水）＜午後＞
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

　【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】2013年７月26日（金）〜31日（水）
　【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】＊ 学習合宿では、集中的に学習できる環境の中で英数国の３教科を学びます。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学習をすること
により、集中力・持続力を養うことができます。『その日習ったことはその日のうちに理解！』
が合言葉です。

　　　　 ＊集合・解散は学校、移動は貸切りバスを利用します。

８月６日（火）〜８日（木）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大会です。

今年度で48回を迎えた学園オリンピックのスポーツ部門は、全国に14ある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、剣道部・陸上競技部・サッカー部・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、最高の設備と環境
の中で他の付属高校生と相互に刺激し合い、交流を深めることができればと考えています。

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。

27日は体育の部、28・29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たいと思っています。

★夏休みの行動に注意を！

★夏期特別講座について

★学園オリンピック（スポーツ部門）

高校教務部

今年度の夏休みは７月21日（日）〜８月23日（金）です。24日（土）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（月）〜31日（土）の期間は午前中４時限授業となりますが、午後に左記の夏期特別
講座または週間特別講座が開講されるコースもあります。９月２日（月）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

★学習合宿について（対象：英数特進全学年） 中等部教務部
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（１）６月６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：「パナソニックのイノベーション」

パナソニック株式会社　AVCネットワークス社　技術統括センター　知的財産センター所長　酒井勇人
様を講師に迎え、「パナソニックのイノベーション」という演題で、お話をいただきました。その内容は、
知的財産の企業現場からのメッセージとして、商品開発の過程で生まれた新規技術、そして発明について
の実際の商品事例を紹介していただきました。また、開発での裏話・秘話からみる課題解決のヒント、発
想の重要性について、「イノベーション」の考え方をまじえた内容でした。

生徒たちは、商品開発に関して、楽しさと大変さ、努力とひらめき、発想の転換などを理解し、小さな
興味からイノベーションへ発展させることの重要性を学ぶことができました。また、知的財産（特許権・
意匠権・商標権）の重要性も理解できました。何よりも本校生徒へのメッセージとして「素直な心とやり切
る力」をいつまでも持ち続けてくださいという言葉に心打たれた様子でした。

夢や目標を持つことができない若者が増加するこの時代に、「自分には可能性があるんだ。その可能性
を信じて前進しよう。全てにチャレンジしよう」となげかけていただきました。

（２）６月15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〜」

４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。「冷えぴた」「iPod Touch」「LINE」「レーザー・レーサー」「アンダーアーマー」「羽
のない扇風機」「自動販売機」「AED」「クレジットカード」「コンタクトレンズ」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様々な提
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５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、１−９の福井優佳子さん（ピアノ）が５月本選に進み、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。本校からは国語部門に中等部２−Ｃ野中美里さん、松本愛海さん、１−８赤澤　藍さん、
２−９奥　千晶さん、 数学部門に３−10矢寺大亮君。以上５名の１次審査合格の生徒が参加します。

★研究部からの報告

（１）2014年度（平成26年度）センター試験 説明会
１．実施日：2013年９月５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　スタディーサポート
１．実施日：2013年８月24日（土）・26日（月）

２．内　容：学習状況リサーチ40分（24日（土））

　　　　　　英・数・国　　各60分（26日（月））

（３）高校２年　進路LHR（推薦入試について）各クラス
１．実施日：2013年９月５日（木）６限目

（４）高校３年　第１回　ベネッセ・駿台マーク模試
１．実施日：2013年９月18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

相談室では、従来の個別カウンセリングに加えて、生徒のみなさんを対象に、よりよい対人関係を築く

ためのグループ活動をしています（通称「こみとれ」）。

例えば、言いたいことが言えない、イライラしやすい、友達と揉め事になりやすいなど、対人関係が苦

手と感じている人やあまり自信が持てない人は、どうぞご自由に参加してください。学校の中でどうすれ

ばより楽しく過ごせるか、みんなで交流しながら一緒に考えていきましょう。

場　所：本校２号館　２階　多目的教室

時　間：だいたい月１〜２回、木曜日の15：30〜16：10に行っています。

対　象：本校在学生徒

参加を希望される方は、保健室で日時を確認して申し込みをしてください。

 スクールカウンセラー　小川 真理　

★進路行事

★スクールカウンセラーからのご案内

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

６月25日㈫〜７月４日㈭
中３ハワイ語学研修

７月５日㈮ 中３自宅学習
７月８日㈪ １〜３限授業
７月９日㈫〜11日㈭

前期期末試験
中３午前中授業

７月11日㈭ クラブ健康診断
７月12日㈮・13日㈯・16日㈫

自宅学習（13日㈯は中１のみ登校）
７月17日㈬ 答案返却
７月18日㈭・19日㈮

自宅学習
７月20日㈯ 全校集会
７月20日㈯・22日㈪・23日㈫・24日㈬

三者面談
７月26日㈮〜31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12日㈪〜８月17日㈯

学校閉鎖期間
８月24日㈯ 全校集会
８月26日㈪〜８月30日㈮

１〜４限授業
８月28日㈬ 中２思春期教育（３・４限）
８月31日㈯ 平常授業
９月３日㈫ 朝礼④
９月11日㈬ 課題試験（五ッ木模試）
９月24日㈫ １〜４限授業・午後：星河祭準備
９月25日㈬ １・２限授業・星河祭準備（机・椅子移動）
９月26日㈭ 星河祭 体育の部リハーサル
９月27日㈮ 星河祭 体育の部
９月28日㈯ 星河祭 文化の部（１日目）
９月29日㈰ 星河祭 文化の部（２日目）
９月30日㈪・10月１日㈫

自宅学習
10月２日㈬ １限 後期開始式　２限〜平常授業

７月６日㈯ １年 現代文明論研修の旅ガイダンス（１限）
７月８日㈪〜11日㈭

前期期末試験
７月11日㈭ クラブ健康診断
７月12日㈮ GTEC
７月13日㈯・16日㈫

自宅学習
７月17日㈬ 答案返却
７月18日㈭・19日㈮

自宅学習
７月20日㈯ 全校集会
７月20日㈯・22日㈪・23日㈫・24日㈬

三者面談
７月25日㈭〜30日㈫

夏期特別講座（前期）
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月８日㈭

学園オリンピックスポーツ部門
８月12日㈪〜17日㈯

学校閉鎖期間
８月19日㈪〜22日㈭

夏期特別講座（後期）
８月24日㈯ 全校集会

１年スタディーサポート　リサーチ40分
８月26日㈪ １年スタディーサポート　 60分×３教科
８月26日㈪〜８月31日㈯

１〜４限授業
午後　週間特別講座

８月27日㈫ ２・３年 思春期教育（３・４限）
８月31日㈯ １年 研修の旅レポートガイダンス（１限）
９月５日㈭ ２年 進路LHR

３年 センター試験説明会（放課後）
９月18日㈬ ３年 第１回ベネッセ駿台マーク模試
９月24日㈫ １〜４限授業・午後：星河祭準備
９月25日㈬ １・２限授業・星河祭準備（机・椅子移動）
９月26日㈭ 星河祭 体育の部リハーサル
９月27日㈮ 星河祭 体育の部
９月28日㈯ 星河祭 文化の部（１日目）
９月29日㈰ 星河祭 文化の部（２日目）
９月30日㈪・10月１日㈫

自宅学習
10月２日㈬ １限 後期開始式　２限〜平常授業

いよいよ夏がやってきました。うだる暑さの中、勉強、クラブに励むみなさん、熱中症対策は万全
ですか！夏休み明けには、一段と大きくなった姿を期待します！� （K）
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