
「後期開始にあたり」
爽やかな秋風が感じられるようになってきました。

一年の中でも一番過ごしやすい季節ですね。この素

敵な季節に我々の最大のイベントである星河祭も終

わりました。素敵な思い出ができたことでしょう。

これから後期がはじまります。高校３年生にとって

はいよいよ受験の季節となります。３年間の成果が

問われる季節になりました。皆さんの努力を期待し

ています。またクラブ活動においては高校サッカー

部、ラグビー部、女子バレーボール部が３年生最後

の大会を迎える季節となりました。皆さんが悔いの

ない戦いができることを祈っています。またみんな

で応援しましょう。「チーム仰星」の力を思う存分発

揮できることを祈っています。

先日2020年東京オリンピック開催が決まりまし

た。皆さんは何歳になっていますか。中等部１年生

が成人式を迎える頃でしょうか。高校３年生が25歳

になっている頃でしょうか。日本国中が歓喜に沸き

招致委員の人達が涙する光景をブラウン管で眺めて

いると、我々も自然と涙が出てきました。前回の東

京オリンピックは1964年でした。私は当時４歳でし

た。何の記憶も残っていません。７年後が本当に楽

しみです。本校の卒業生もこの東京オリンピックに

出場する選手がいるかもしれませんね。いや必ずい

ると信じています。想像してみよう本校卒業生、在

校生がこの世界最大のスポーツイベントに出場して

いる姿を。今からわくわくですね。その時には「チー

ム仰星」みんなで応援しよう。オリンピックは「平和

の祭典」といわれています。その時までには世界の

すべての地域が平和であることを祈りましょう。オ

リンピックというドラマを我々は自国開催で見るこ

とができるのです。是非、その「瞬間」をリアルタイ

ムで見たいものです。

11月には本校創立30周年記念式典が待っています。

30年前にこの枚方の地に本校が産声をあげました。

まだ校舎も完成せず、グラウンドも工事中の中、本

校の１年目が始まりました。その頃の卒業生が今本

校の保護者として多数おられます。創立時の苦労は

計り知れないものがあったことでしょう。我々はそ

の先人達が築いてくれたよき伝統を継承し、発展さ

せなければならないのです。冒頭に述べた「星河祭」

というネーミングも開校当初の生徒が名付けたもの

なのです。この枚方の地は「天の川伝説」の地でもあ

るのです。そのことも踏まえて名付けられた「星河

祭」なのです。素敵なネーミングだなと今も思いま

す。この30年という歴史を踏まえて「新たな一歩」を

我々「チーム仰星」は踏み出しましょう。皆さんの

健闘を祈ります。

高校教頭�中 村 正 幸
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◆後期第１中間試験
　高　校：10月15日㈫～18日㈮
　中等部：10月16日㈬～18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９日㈪～12日㈭
　中等部：12月10日㈫～12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 ■ 高校現代文明論研修の旅について 研究部

■ 2014年度入試イベント 生徒募集対策室

【実施日】　2013年10月30日㈬　　　　【場　所】　本校講堂
【時　程】　高２・高３（３・４限目）、高１（５・６限目）
【内　容】　�パフォーマンス・講演　　演題「あきらめない心」

講師：ちゃんへん�氏（京都府生まれの在日３世。世界で活躍中のパフォーマー）
　　　高校人権教育の今年度のテーマは、在日問題・多文化共生です。

【高１英数特進コース・高２英数特進コース／総合進学コースⅠ類】
12月21日㈯～ 27日㈮の期間、特別講座を開講します。昨年度までは２泊３日の学習合宿を実施していまし

たが、科目数・時間数を確保するために、今年度より学校において講座を実施することとしました。特に高
校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入るきっかけにしてほしいと
思います。高い意識を持って参加して下さい。

【高３全コース】
受験を間近に控えた高校３年生を対象に、以下の通り特別講座、および学習会を実施します。受験に向け

て頑張る生徒諸君を最後まで応援します。積極的に参加して下さい。

　第１期：12月21日㈯～ 27日㈮　センター試験・私立大学入試対策
　第２期：１月９日㈭～ 17日㈮　センター試験・私立大学入試対策
　第３期：１月22日㈬～ 31日㈮　国公立２次・私立大学入試対策
　学習会：２月１日㈯～ 22日㈯　質問会・個別指導

　いずれの講座も、具体的な開講講座の内容は後日連絡します。

【日　時】　2013年10月24日㈭　５・６限目　　
○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：早樫一男　先生
　　　　　　　（同志社大学心理学部教授・同大心理臨床

　　　　　　　　　センター副センター長、臨床心理士）
　　　・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　

【日　　時】　�2013年10月31日㈭�６限目
【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：2013年10月３日㈭～10月22日㈫12：00まで

高：2013年10月４日㈮～10月29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。

11月14・15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379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10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。

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。

中　等　部

入試説明会 11月 ９日㈯ 9 ：30
（プレテストと並行実施）

11月16日㈯ 14：00
オープンスクール 10月19日㈯ 9 ：30
女子対象学校説明会 10月26日㈯ 14：00
プレテスト 11月 ９日㈯ 9 ：00

高　　校
入試説明会 11月 ９日㈯ 14：00

11月30日㈯ 9 ：30
オープンスクール 10月19日㈯ 14：00

■ 授業参観・クラス懇談会について 中・高教務部

11月13日㈬の５・６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、７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。

■ 2013年度　高校後期人権教育行事 人権教育部

■ 2013年度　中等部人権教育行事 人権教育部

■ 立会い演説会 中・高校生徒会 ■ 冬期特別講座について 高校教務部



2013年（平成25年）10月３日発行2013年（平成25年）10月３日発行 （5）第　46　号（4）第　46　号 天　の　川天　の　川

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。

近年マラソンブームで沢山のマラソン大会がありますが、枚方河川敷はとても走りやすくマラソン大会コー
スにも使用されています。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

【実施日】　11月12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。

【実施日】　10月23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。

◆ 大学入試センター試験プレテスト（外部受験）
【実施日】　12月15日㈰　
対象者：希望者（別途受験料徴収）

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23日㈬　＜高校１･２年選抜クラスは、通常授業＞

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、12月５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。

2014年１月23日㈭13：30から、５・６限目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】

今年も合唱コンクールがやってきます！例年、音楽科・担任の先生方の協力のもと、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目指し一生懸命練習をします。当日は学年の課題曲と自由曲の２曲の発表となります。
皆様ぜひとも足をお運びいただき、熱戦をご鑑賞ください！

【日　時】　2013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。

２年生課題曲 
　『明日という日が』
A組　自由曲
　『チェリー』（スピッツ）
B組　自由曲
　『あなたに』（MONGOL�800）
C組　自由曲
　『粉雪』（レミオロメン）
＊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 『時の旅人』
A組　自由曲
　『全力少年』（スキマスイッチ）
B組　自由曲
　『手紙　～拝啓十五の君へ～』
　（アンジェラ・アキ）
C組　自由曲
　『天体観測』（BUMP�OF�CHICKEN）
＊３年生の貫禄で３位まで独占なるか!?

■ 高校１・２年　11月進研記述模試 進路指導部

■ 高校３年　10月第２回ベネッセ・駿台記述模試 ■ 高校３年　11月第３回ベネッセ・駿台マーク模試

■ 高校３年　12月

■ マラソン大会

■ 2013年度　合唱コンクールについて 中等部

■ 高校１年合唱コンクール

■ 薬物乱用防止教室 生徒部

１年生課題曲 
　『あの素晴らしい愛をもう一度』
A組　自由曲
　『ハナミズキ』（May�J.）
B組　自由曲
　『Pride』（GReeeeN）
C組　自由曲
　『遥か』（GReeeeN）
＊元気な１年生にご注目ください!!



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㈫ 自宅学習
10月２日㈬ １限�後期開始式　２限～平常授業
10月８日㈫ 朝礼⑤
10月14日㈪ 体育の日
10月15日㈫ １～３限授業
10月16日㈬～10月18日㈮

後期第１中間試験
10月18日㈮ 防災訓練
10月19日㈯ 自宅学習
10月22日㈫ 知財授業クラスガイダンス（１限）
10月24日㈭ 中等部人権教育行事（５・６限）
10月28日㈪ ベネッセ学力テスト（中３：３教科午前中）
10月29日㈫ マラソン大会前検診
10月31日㈭ 生徒会立会演説会
11月２日㈯ 建学記念の休日
11月３日㈰ 文化の日
11月４日㈪ 振替休日
11月５日㈫ 自宅学習
11月９日㈯ 自宅学習
11月10日㈰ 五ッ木模試（中３：本校にて受験）
11月12日㈫ 朝礼⑥
11月13日㈬ 授業参観（５・６限）、クラス懇談（７限）

健康相談（保護者）
11月19日㈫ 中等部人権教LHR（１限）
11月20日㈬ マラソン大会
11月23日㈯ 勤労感謝の日
11月30日㈯ 自宅学習
12月９日㈪ １～３限授業
12月10日㈫～12月12日㈭

後期第２中間試験　　
12月13日㈮ 自宅学習
12月14日㈯ 自宅学習
12月16日㈪ 答案返却
12月17日㈫ １～３限特別授業
12月18日㈬ １～３限特別授業（各学年リハーサル）
12月19日㈭ 合唱コンクールリハーサル
12月20日㈮ 午前：全校集会　

午後：三者面談（該当者）
12月21日㈯ 午前：合唱コンクール　

午後：三者面談（該当者）
12月23日㈪ 天皇誕生日
12月24日㈫ 吹奏楽部Ｘmasチャリティコンサート

10月１日㈫ 自宅学習
10月２日㈬ 後期開始式・２限～授業
10月10日㈭ 高１・高２　進路LHR
10月14日㈪ 体育の日
10月15日㈫～18日㈮

後期第１中間試験
10月18日㈮ 防災訓練
10月19日㈯ 自宅学習
10月23日㈬ 高１・高２　進研記述模試

高３　第２回ベネッセ駿台記述模試
10月26日㈯ 高１現代文明論「仰星の歴史」１限
10月29日㈫ マラソン大会前検診
10月30日㈬ 人権教育行事
10月31日㈭ 生徒会立会演説会
11月２日㈯ 建学記念の休日
11月３日㈰ 文化の日
11月４日㈪ 振替休日
11月５日㈫ 建学記念式典

創立30周年記念式典
11月７日㈭ 高１　研修の旅結団式（７限）
11月９日㈯ 自宅学習
11月12日㈫ 高３　第３回ベネッセ駿台マーク模試
11月13日㈬ 全学年　授業参観（５・６限）

高１・２　クラス懇談（７限）
11月14日㈭ 高３　学園高大連携総合試験
11月14日㈭～15日㈮

１年　高校現代文明論研修の旅
11月16日㈯ 高１　自宅学習
11月20日㈬ マラソン大会
11月23日㈯ 勤労感謝の日
11月25日㈪ 高３　付属推薦合格発表

入学手続き説明会
11月28日㈭ 高校人権LHR
11月30日㈯ 自宅学習
12月５日㈭ 高１　薬物乱用防止教室
12月７日㈯ 高２研修旅行

保護者対象説明会（14：00）
12月９日㈪～12日㈭

３年　卒業試験
後期第２中間試験

12月13日㈮ 自宅学習
12月14日㈯ 自宅学習
12月15日㈰ 高３　駿台マーク模試（希望者外部受験）
12月16日㈪ 答案返却
12月17日㈫～19日㈭

自宅学習・三者面談
12月20日㈮ 全校集会・三者面談
12月21日㈯～27日㈮

冬期特別講座
高３（Ⅰ期）、高１・２�英数特進、高２総合Ⅰ類

12月21日㈯ 三者面談・追試オリテ（高３）
12月23日㈪ 天皇誕生日
12月24日㈫ 吹奏楽部Ｘmasチャリティコンサート

中国の李白が残した詩『峨眉山月』に、「峨眉山月半輪の秋」という一節があります。これは、李白が清渓の地を出
発して三峡に向かう船旅の途中、平羌江の水面に月影が映る様子を詠んだものです。ところで、秋の夜長は読書の
季節であると言われます。この際是非、皆さんも「読書の秋」を愉しんでみてはどうでしょう。（Ｋ）
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