
「朱夏の皆様のご健康を」

一昨年の夏、卒業した教え子たちのクラス会がありまし
た。私が以前勤めていた東海大学第一高校（現翔洋高校）
を、今から35年前に卒業した生徒たちによるものです。
35年前、生徒だった彼らと当時の私とはあまり年齢
差がなかったのですが、久しぶりに再会した教え子た
ちの変貌ぶりには大変驚きました。会の場が温まるに
つれ、現在の顔から当時の顔つきと名前とがスムーズ
に結びつき、しばし懐旧の情に浸りました。そして35
年前の授業や体育祭、修学旅行の折の、それぞれの印
象的な表情が思い出され、私自身が当時の若さに戻っ
たような錯覚にさえ陥りました。
一方で、すでに知らされていたことではありますが
亡くなった同級生が二人いること、また、その場の話
題の中心が健康維持の方法の模索だったことも、年齢
からして頷けることでした。
中国の五行思想から出た言葉に、「青春、朱夏、白秋、
玄冬」があります。青春は幼年期、朱夏は成年期、白秋

は壮年期、玄冬は晩年期を表す言葉ですが、　人生をそ
の四つの時期に分ければ、担任していた当時の彼らは
無論、私もまだ「青春」時代でした。
それから35年、私自身はもっとも盛んな時期の「朱夏」
を終え「白秋」の真ん中にあり、彼らも「朱夏」を終えよ
うとしています。
教師にとって、教え子に先立たれることは悲しいこ
とです。そして、どの教え子にも、「青春、朱夏、白
秋、玄冬」と続く人生を末永く、健やかに生きていって
ほしいと願っています。よく「知育・徳育・体育」と並
列で表現されますが、殊に健康づくり、体育の重要性は、
年齢を重ねるごとにより強く認識させられる昨今です。
熟年近くとなった教え子たちの言葉には、目を閉じ
れば、そして話の内容を別にすれば、当時と同じ若さ
が感じられます。しかし50才を過ぎた彼らは、子育て
もおおむね完了した者も多く、子どもの話よりも、自
分が今後どのようにして生きていくかといった、自身
の生き方に関心が移りつつあるようでした。
子育てに懸命であらねばならない「朱夏」の時代は、
人間としての充実期です。勢い盛んな「朱夏」、そして
実り多き「白秋」を迎えるべく、保護者の皆様にはお
身体をご自愛いただきたいと切に願います。そして
まさに「朱夏」の時期にいらっしゃる皆様の、いっそ
うのご健康を祈念いたします。

校  長　北 野 長 生

2013年３月31日付けで離任された教職員 2013年４月１日付けで着任された教職員
今 井 孝 子〔英語〕

中 林 慶 子〔英語〕

居 内 友 恵〔理科〕

伊 東 教 晶〔理科〕

出 来 亮 太〔社会〕

米 倉 真 一〔数学・情報〕

西 　 彩 花〔数学〕

井上良太郎〔数学〕

岡 野 花 梨〔数学〕

岡 部 大 志〔保体〕

江田千賀子〔保体〕

下 野 信 子〔家庭〕

小林美智代〔家庭〕

藪 野 和 代〔事務職員〕

津 田 紀 子〔国語〕

森 本 有 紀〔国語〕

近 藤 聖 子〔国語〕

東 野 桃 加〔社会〕

小久保　力〔英語〕

飯 山 晋 一〔英語〕

大岡いづみ〔英語〕

佐々木みえ〔理科〕

宇津木理恵〔理科〕

阿 部 守 勝〔数学〕

井 上 侑 樹〔数学〕

横 山 佳 幹〔数学〕

西 口 佑 香〔数学〕

安 田 享 子〔数学〕

溝 渕 絵 里〔保体〕

上 原 滋 行〔保体〕

上 野 亜 紀〔保体〕

小 板 愛 弓〔家庭〕

秋 本 順 子〔家庭〕
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１）高校　学園基礎学力定着度試験の重要性
下記の要領で、学園基礎学力定着度試験（５教科50分）が付属校生全員を対象に実施されます。高校１年生

は、中学校の内容より、高校２・３年生は、高校１・２年での学習内容より出題されます。一日一日の学習
の積み重ねの成果が評価されます。自己の学力の評価と共に、大学進学への自己進路実現にも大きなウエイ
トを占めます。東海大学への付属推薦をはじめ、他大学の指定校推薦における重要な選考資料となります。
東海大学への内部推薦の例を説明します。東海大学をはじめ、東海大学短期大学部、東海大学医療技

術短期大学、東海大学福岡短期大学、HTIC（ハワイ東海インターナショナルカレッジ）へは、学校長の推
薦により進学することができます。推薦にあたっては、３年間の学習成績（定期試験+平常点や校内実力
試験）のほか、高校２・３年４月の学園基礎学力定着度試験や学園オリンピック（文化部門）などの成績、
生徒会活動や部活動の成果などをベースに特別（学力・技能・奨励）推薦、および内部推薦という形で推
薦が決定されます。具体的な手続きとしては､ ３年生の５月の特別推薦制度へのエントリーから始まり、
５月下旬に小論文試験、書類審査､ 適性審査を経て､ ６月候補者決定、10月出願、そして11月下旬に合
格発表が行われます｡
一日一日の学習の積み重ねが希望に続く道を開くことに繋がります。この試験の重要性を理解して、

真剣に取り組んでください。

１．実施日：４月11日（木）
２．内　容：国語、数学、英語、理科、地歴・公民（社会）
	 各100点、50分間、マークシート方式、但し、英語はリスニングを含みます。
３．時　程：１時限　９：00～９：50	　国語
	 ２時限　10：05～10：55	　数学
	 ３時限　11：10～12：00	　英語〔＊リスニングを含む。（３学年共通）〕
　　　　　　　　　　　《　昼　食　》
	 ４時限　13：00～13：50	　理科
	 ５時限　14：05～14：55	　地歴・公民（社会）

２）2014年度付属推薦入学　小論文試験実施要項（予定）
１．試験日：５月21日（火）
２．時間割：８：35　登校
	 ８：45　志望理由書の記入
	 ９：00　小論文（40分）
	 ９：40　後日の校長面接について（プリント配布）
※上記の小論文試験を受験しない高校３年生は、自宅学習となります。

３）模擬試験について
１．高校３年　６月進研マーク模試
実施日：６月12日（水）　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	（各100点・60分）
英語	（200点・80分）+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）
　１組は平常授業（但し、希望者は上記の模試を受験可）。

　進　　路 ２．高校３年　７月進研記述模試
実施日：６月26日（水）　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・90分）
数学	（200点・100分または120分）
英語	（200点・90分）
地歴・公民	（各100点・各50分）
理科	（各100点・各50分）
　１組は平常授業（但し、希望者は上記の模試を受験可）。

３．高校１・２年　７月進研記述模試
実施日：６月26日（水）　時間割は、後日連絡いたします。
実施予定科目
１年	国語	（100点・60分）　　２年	国語	（100点・80分）
１年	数学	（100点・80分）　　２年	数学	（100点・100分）
１年	英語	（100点・60分）　　２年	英語	（100点・80分）
　１組は平常授業（但し、希望者は上記の模試を受験可）。

４）高校１年生の「スタディーサポート」について
高校１年生は、学習状況リサーチと学力リサーチで構成される「スタディーサポート」を受験します。

「スタディーサポート」は、現在のあなたの学力の状態や学習習慣をチェックするテストです。	今、学力
面や学習生活面で、自分は何をすべきなのか、「スタディーサポート」を受験することで、今後の課題と
目標が明らかになります。	スタディーサポートの受験後に次の２種類の資料があなたの手元に届きます。
１つ目は、成績冊子とあなた専用の問題集が配布されます。学力・学習習慣の診断結果と弱点補強の

ためのあなた専用のワークとドリルが１冊になっています。まず復習が必要な分野について、ワークと
ドリルに取り組むことで、実力アップできます。
２つ目は、学習法情報誌です。これは、学習法について紹介した冊子です。１年生スタート時の学習

のポイントが詳しく説明してあります。生活スタイルや進路についての考え方がわかります。つまり、
今後の学習習慣について考えるための冊子です。
学習達成度や学習状況を確認して、あなたの希望する進路実現のための生活習慣改善や学習法改善を

サポートするのが「スタディーサポート」の第１のメリットなのです。　

１．学習状況リサーチ
　　実施日：８月24日（土）　40分間
　　全校集会の日　実施時間調整中

２．学力リサーチ
　　実施日：８月26日（月））
　　１年　全クラス共通
８：35～８：45　	　SHR　出欠確認
８：55～９：55　	　国　　語（60分）
10：10～11：10　	　数　　学（60分）　
11：25～12：25　	　英　　語（60分）　
12：25～　　　　　	SHR　清掃
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５）学部学科説明会・東海大学学園全体説明会（予定）について
１．目　　的：	東海大学の学園全体の理解と「各学部およびその分野」の内容を把握することにより、生

徒自身の目指す進路の選択の幅を広げ、進路決定に役立てる。
２．対　　象：高校１年生、高校２年生、および同保護者
３．実施日時：６月29日（土）
　　　　　　　第１部　	９：20～10：20（60分）
　　　　　　　　　高校１年　学園全体説明会	（講堂）
　　　　　　　　　高校２年　学部説明会	 （各会場）
　　　　　　　第２部　	11：00～12：00（60分）
　　　　　　　　　高校１年　学部説明会	 （各会場）
　　　　　　　　　高校２年　学園全体説明会	（講堂）
４．場　　所：高校１～２年ＨＲ教室、多目的教室、視聴覚教室、理科教室、小教室、講堂
５．実施予定の「学部・分野」：21分野と専門学校数分野
６．参加予定の大学：東海大学と近隣の大学・専門学校

６）保護者対象の各種説明会（予定）について
５月11日（土）　東海大学学園全体の説明会
　　　　　　　13：50～14：40　本校講堂
１月25日（土）　高１・２年保護者対象進路講演会
　　　　　　　14：00～16：00　本校講堂

春は定期健康診断の季節です。健康診断は、疾患の早期発見・早期治療という目的のほかに、生徒が測定
や検診を通じて自分自身のからだに関心を持ち、自分の健康課題や生活習慣を見直し、自律と自立の課題に
取り組むことを目的としています。必ず健康診断を受けるようご協力をお願いします。外部講師や本校カウ
ンセラーの保健講話も実施します。
また、お子様の健康状況でご心配な点がありましたら早めに保健室にご連絡、ご相談ください。

４月18日（木）
「保健の日」
全学年授業なし

＜中高　全学年＞　歯科検診
＜中高　１年生のみ＞　耳鼻科検診・保健講話
＜中等部２・３年生＞　内科検診・身体測定・尿一次検査
＜高校２・３年生＞　内科検診・身体測定・尿一次検査・保健講話

４月19日（金） ＜全学年＞　尿一次予備日
５月１日（水）、２日（木） ＜全学年＞　尿二次検査

５月９日（木） ＜高１＞　眼科検診…授業と並行して、クラス順に実施
５月30日（木） ＜中１・高１＞　眼科検診…授業と並行して、クラス順に実施

新しい年度が始まって早々に、課題試験が実施されます。英語・数学・国語の３教科についてはベネッセ
学力推移調査を使用し、理科と社会は本校で作成したもので実施をします。この日は試験だけでなく、「学習実
態調査」という学習・生活習慣の点検アンケートも合わせて実施します。これによって自分の学習・生活ス
タイルの見直しなどにも役立ててもらえればと思います。

　中等部課題試験

　2013年度　授業参観・保護者総会・クラス懇談会等のお知らせ（中高）

　中等部スポーツ大会

　「保健の日」について

2013年５月11日（土）

【授 業 参 観】	 １限～３限

【保護者総会】	 13：00～（講堂）

【東海大学学園全体説明会】	 13：50～（講堂）

【クラス懇談会】	 説明会終了後～（各HR教室）

＊	詳細は後日生徒を通じてご案内致します。多数のご出席をお待ちしております。

５月14日（火）、中等部スポーツ大会が「真剣勝負」で実施されます。

競技は各人がそれぞれ選択して参加するクラスマッチと、クラス全員で戦うドッヂボールがあります。勝

利ポイントの合計が最も多いクラスが総合優勝となりますが、ラストのドッヂボールでは総合優勝を賭けた

クライマックスを迎えます。３年生が貫禄勝ちをすることが多いのですが、１、２年生が大健闘をし、３年

生が悔し涙を流す年もあります。この行事を機に、クラスの団結力はますます高まっていきます。

　2013年度　前期　高校生対象人権教育行事

実施日　　2013年５月14日（火）
場　所　　枚方市市民会館（京阪枚方市駅下車　徒歩３分）
　　　　　（当日は１・２時間目が授業。その後移動）
時　程　　13：30	開演　（開場	13：00）
内　容　　新 井 深 絵（ソウルゴスペルシンガー）トーク＆コンサート
　　　　　演題「心元気に　一歩踏み出せば風は変わる」　

プロフィール
あらい・みえ　韓国籍で本名は朴美恵。大阪府生まれ。大阪府立天王寺高校で軽音楽部に入り、音楽

を始める。大阪教育大学を卒業し、現在は大阪市生野区で塾を経営しながら、歌手として活動。ゴスペ
ルだけでなく、ソウル、ポップスとレパートリーは広い。

今年度の高校人権教育のテーマは「在日問題（多文化共生）」です。
新井さんの温かいメッセージと力強い歌声にぜひご期待下さい。
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前期の定期試験は、以下の日程で行われます。十分な準備をして臨んでください。試験前に詰め込もうと
しても間に合いません。本当の実力をつけるために大切なことは、日頃の授業に一生懸命に取り組むこと、
また、日頃の小テストや課題一つひとつをおろそかにせず、家庭学習の習慣をしっかりと定着させることで
す。これまでにうまく行かなかった人も、心機一転、今年度から実行に移す努力をしましょう。

前期中間試験　
高校１・２年：５月21日（火）～24日（金）
高 校 ３ 年：５月20日（月）および22日（水）～24日（金）
中 等 部：５月22日（水）～24日（金）

前期期末試験　
高　　　　校：７月８日（月）～11日（木）
中等部１・２年：７月９日（火）～11日（木）
中等部３年：６月19日（水）～21日（金）

　前期定期試験について 中等部・高校教務部

６月９日（日）吹奏楽部第24回定期演奏会を行います。今年はクラシック音楽ホールの殿堂、ザ・シンフォ
ニーホールでの定期演奏会です。例年の演奏会よりさらに音に磨きをかけてお届けできるよう、部員一同日々
練習に励んでいます。クラシック・ステージでは、フランスの作曲家、モーリス・ラヴェルの代表作「スペ
イン狂詩曲」を。ポップス・ステージでは、ハリウッド映画音楽や、美空ひばりの代表曲メドレーなどを演
奏いたします。ぜひご来場ください！入場料は１,000円です。チケットのご用命は吹奏楽部員、または顧問
の藤本までご連絡ください。

　６月９日（日）　吹奏楽部第24回定期演奏会

春の仰星イベントと言えば、球技大会があります。
球技大会は５月28日（火）＜予備日６月11日（火）＞に本校にて行われます。男子はサッカー・バレーボール・
バスケット・ソフトボールで、女子はバレーボール・ドッヂボール・卓球を行います。各クラスが団結して
必死に優勝目指して頑張ります。もちろん今年も教員チームも参戦して戦いますので、先輩・後輩・教員関
係なく白熱した戦いにして楽しい思い出を作りましょう。

　高校球技大会

遠足は６月27日（木）に雨天決行で行われます。行き先は各クラス遠足委員を中心に自分たちで決めます。
バーベキュー、観光、釣り等々、レクリエーションの内容まで、各クラスで決めるので、行った先では引率
教員も含め結束力、連帯感が高まっています。遠足が終わるとクラスの雰囲気もがらっと変わりクラスの一
体感が生まれるきっかけとなる行事の一つです。皆さんおおいに楽しんでください。

　遠　足

中等部では、毎年春に写生大会を行なっています。今年は５月28日（火）を予定しています。校外に出て、
自分の感性を発揮し、絵を仕上げていくのはとても有意義な体験です。描いた絵は、後日２号館特別教室前
に展示し、仰星の全生徒に見てもらえるようにしています。力作がそろった様子はなかなか壮観です！

　写生大会

　６月４日（火）　音楽鑑賞会　（中等部・高校）

６月４日（火）にザ・シンフォニーホールで音楽鑑賞会を実施いたします。昨年に引き続き、指揮は中井章
徳氏、管弦楽は大阪フィルハーモニー交響楽団です。オーケストラの魅力たっぷりのクラシック音楽はもち
ろん、生徒による指揮者体験コーナー、本校吹奏楽部との共演など、クラシック音楽を楽しめる企画をして
いただいております。今年も保護者でご希望の方、先着50名様にご来場いただけます。申込み方法は５月中
旬にプリントにてご連絡いたします。

　中等部２年　北海道体験研修　６月25日（火）～６月28日（金）　３泊４日

６月25日（火）～６月28日（金）の３泊４日で北海道体験研修を実施いたします。
深川市でオートキャンプ場のコテージに宿泊して、コース別に旭山動物園・ジャム・アイス作り・高原サ

イクリングなどの体験活動を行い、農家のそれぞれの家庭で様々な体験をしながら宿泊するファームステイ
が予定されています。
北海道の大自然の中で農業体験や野外活動を体験することで、協力の大切さや感謝の気持ちを学ぶと同時

に、今までにない体験を通して人間的に大きく成長することを期待しています。

　中等部３年　ハワイ語学研修　６月25日（火）～７月４日（木）　８泊10日

中等部３年生では、６月25日（火）から７月４日（木）まで東海大学ハワイインターナショナルカレッジを拠
点に語学研修を実施します。８泊10日という１・２年生の宿泊研修と比べるとかなりの長期間となり、さら
に海外での生活を行うものであるため、様々なことが“初めて”のことばかりになります。現地での授業は
すべて英語で行われ、英語でのプレゼンテーションなどを行います。また、ハワイの観光地や海、街に出か
け、ハワイの文化や自然、生活に触れる体験など盛りだくさんのプログラムが組まれています。日本では味
わうことのできない体験をすることによって、大きく成長できるきっかけをつかめると思います。また、新
たな自分も発見できるかもしれません。この語学研修を楽しみにしつつ、いい準備をして素晴らしい研修に
しましょう！

　中等部１年  三保宿泊研修  ６月26日（水）～ 28日（金）　２泊３日

中等部１年生では６月26日（水）～28日（金）の２泊３日、宿泊研修を実施します。東海大学の建学の地であ
る静岡県の三保を訪れ、３日間の研修を行います。博物館での調べ学習やいろいろな体験を行います。仲間
とともに楽しく過ごしながら、お互いを理解し認め合い、友情を深めていきます。
これから中学生として身につける必要のある「挨拶をする」、「時間を守る」などの基本的な生活習慣の確立

も意識して集団生活を行います。この研修を通じて中学１年生として大きく成長することを期待しています。
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中等部 高等学校

集後記編 後

４月～７月行事予定４月～７月行事予定

４月８日㈪ 入学式（13：30）
４月９日㈫ 始業式（対面式・着任式・表彰式）	
４月10日㈬ 授業開始
４月11日㈭ 学園基礎学力定着度試験（全学年）

クラブ紹介（１年）
４月13日㈯ 高１　現代文明論１・２限（講堂）
４月18日㈭ 保健の日
４月20日㈯ 高１　知財授業ガイダンス１限（講堂）
４月22日㈪～25日㈭

１～４限授業・二者面談
５月１日㈬・２日㈭

尿２次検査
５月９日㈭ 高３　進路LHR（各クラス）
５月11日㈯ 授業参観（１～３限）・保護者総会・

クラス懇談会
東海大学学園全体説明会
（保護者対象13：50～14：40）

５月14日㈫ 人権教育行事（校外）
５月16日㈭ 生徒総会（６限）
５月18日㈯ 第１回保護者代表幹事会
５月20日㈪ 高１・高２　平常授業
５月20日㈪・22日㈬～24日㈮

高３　前期中間試験
５月21日㈫ 高３　付属推薦「小論文」

（高３は受験者以外自宅学習）
５月21日㈫～24日㈮

高１・高２　前期中間試験
５月24日㈮ 防災訓練
５月27日㈪～６月22日㈯

教育実習
５月28日㈫ 球技大会
５月30日㈭ 眼科検診

高１・高２　進路LHR（各クラス）
６月４日㈫ 音楽鑑賞会
６月６日㈭ 高２・高３　知財教育講演会５・６限（講堂）
６月９日㈰ 吹奏楽部定期演奏会
６月12日㈬ 高３　進研マーク模試
６月13日㈭ 高校人権LHR
６月22日㈯ 高１　知財教育校内研究授業（１限）
６月26日㈬ 高１～高３　進研記述模試
６月27日㈭ 遠足
６月29日㈯ 高１・高２　学部学科説明会

東海大学学園全体説明会（午前中）
７月６日㈯ 高１　研修の旅ガイダンス１限（講堂）

第２回保護者代表幹事会
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㈯ 学校見学会（小６対象）
７月13日㈯・16日㈫

自宅学習
７月17日㈬ 答案返却
７月20日㈯ 全校集会
７月20日㈯・22日㈪～24日㈬

三者面談
７月25日㈭～30日㈫

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

『春は自ずから往来し、人は送迎す』新学年が始まります。新しい友達、先生など、おおくの出会
いが待っています。いろいろな経験を積み重ねていくチャンスです。この１年が実り多い年になる
よう目標を立ててみましょう。（K）

４月８日㈪ 入学式（10：00）
４月９日㈫ 始業式（対面式・着任式・表彰式）	
４月10日㈬ 授業開始
４月11日㈭ 課題試験（ベネッセ＋理社　中１はベネッセ+

英理社）
４月18日㈭ 保健の日

（午後）新入生歓迎会・クラブ紹介
４月22日㈪～25日㈭

１～４限授業・二者面談
５月11日㈯ 授業参観（１～３限）・保護者総会・

クラス懇談会
５月14日㈫ スポーツ大会
５月16日㈭ 生徒総会（６限）
５月18日㈯ 第１回保護者代表幹事会
５月21日㈫ １～３限授業・人権LHR（１限）
５月22日㈬～24日㈮

前期中間試験
５月24日㈮ 防災訓練
５月27日㈪～６月22日㈯

教育実習
５月28日㈫ 写生大会
５月30日㈭ 眼科検診
６月４日㈫ 音楽鑑賞会
６月６日㈭ 運動能力テスト（１～５限）
６月９日㈰ 吹奏楽部定期演奏会
６月11日㈫ 写生大会予備日
６月13日㈭ 運動能力テスト（１～５限）予備日
６月19日㈬～21日㈮

中３　期末試験
６月25日㈫～７月４日㈭

中３　ハワイ語学研修
６月25日㈫～６月28日㈮

中２　北海道研修
６月26日㈬～６月28日㈮

中１　三保研修
６月29日㈯ 中１・中２　自宅学習
７月５日㈮ 中３　自宅学習
７月６日㈯ 第２回保護者代表幹事会
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
７月13日㈯ 学校見学会（小６対象）
７月17日㈬ 答案返却
７月20日㈯ 全校集会
７月20日㈯・22日㈪～24日㈬

三者面談	
７月26日㈮～31日㈬

英数特進学習合宿
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