
「文理両道！」
「ん？文武

●

両道なんじゃないの？」「いきなりタイ

トルから間違ってる（笑）」とお思いの皆さん、決し

て間違いではありません！世の中では「文系」「理系」

という区分がよく用いられます。その最たる場所は

学校であり、本校でも高等学校には「文系クラス」

「理系クラス」が存在します。しかし、これは今の大

学受験のシステムに、“効率よく”対応できるための

手段にすぎません。そもそも文系・理系って何なん

だ？「こういう職業に就きたいから文系（または理

系）！」というのはまあ明確なほうで、「うーん、数

学が苦手なので文系かな…」「英語より数学や理科の

方がま
●

し
●

なので理系にした。」などの消極的選択も結

構あるのではと推測します。中には「本当に選べな

いんだが」「どっちも勉強したい」という人も少なか

らずいるでしょう。

さて、高校生の皆さんはこういう選択肢を迫られ

るわけですが、「高等」学校で学ぶ限りは表題に書い

たように文系科目・理系科目に関わらずしっかり勉

強し、幅広い教養を身に着けてもらいたいと思いま

す。「でも、絞って勉強しないと入試ムリやん！」と

思っている人、最近の入試では、英語の中で理科の

素養がないと読解できないものや、数学の問題で社

会的背景・資料をもとに解いていく問題も出てきて

いますよ。入試対応でも幅広い勉強をしておくこと

は絶対得するはずです！そもそも世の中では、文系

の人がコンピュータやタブレットなどを縦横に操り

（いやむしろ文系の人たちの方がツールの扱いには

長けているかも！）、また研究室にこもりっきりで

もなんとかやっていけた理系のイメージはすでにな

く、人との折衝もバリバリこなさなければいけなく

なっています。高等学校時代の下地がそのような場

面できっと発揮されるはずです。言わんや中等部の

皆さんが、自分を早々と文系・理系と決めつけ、自

分の可能性を狭めるのは全くの見当はずれです。今、

目の前にあることをすべてしっかり勉強しましょう。

これから秋も深まり、勉強に力が入る時期到来で

す。今一度、勉強することとは何かを考え、より賢

く豊かな人間性を持った人になってもらいたいと思

います。

高校教頭　鞆 安 孝 郎
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◆後期第１中間試験
　高　校：10月18日㈫～21日㈮
　中等部：10月19日㈬～21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ください。

◆後期第２中間試験（高３：卒業試験）
　高　校：12月６日㈫～９日㈮
　中等部：12月７日㈬～９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。

○実施日　2016年10月25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　�講演
　　　　　講師　西谷文和さん（フリーランスジャーナリスト）
　　　　　　　　高校人権教育の今年度のテーマは、多文化共生（在日問題他）です。
　　　　　　　　演題は「戦火の子どもたちから学ぶこと～アフガン・シリア戦争の今～」です。

○日　時　2016年10月27日㈭　５・６限目
○中等部の人権教育行事は、学年別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　映画鑑賞
　　　・映画「青い鳥」（原作：重松　清、主演：
　　　　　阿部　寛、監督：中西健二）
　　　・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
　　　・視聴覚教室にて実施

【日　　時】� 中：�2016年11月１日㈫　１限目
� 高：2016年10月27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：2016年10月５日㈬～10月25日㈫�13：00まで

�高：2016年10月５日㈬～10月21日㈮�13：30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。

■ 授業参観・クラス懇談会について 中・高教務部

10月26日㈬の５・６時限目に、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時限目には中等部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。
なお、高校３年生の７限目以降の特別講座は通常通り行います。

◆ 大学入試センター試験プレテスト（外部受験）
【実施日】　12月11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）　
14：35～15：35　地歴・公民（60分）
※１＜文系＞
15：45～16：45　理科（60分）
16：45～　　　　SHR
※２＜理系＞
15：45～16：45　理科（60分）
16：55～17：55　理科（60分）
17：55～　　　　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
８：50～９：50　理科（60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
12：45～13：45　地歴・公民（60分）　
13：45～　　　　SHR

【実施日】　10月31日㈪　＜高校１･２年選抜クラスは、通常授業＞

■ 高校１・２年　11月進研記述模試 進路指導部

【実施日】　10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・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。

■ 高校３年　10月第２回ベネッセ・駿台記述模試

【実施日】　10月31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）
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。

■ 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

■ 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

■ 2016年度　高校後期人権教育行事 人権教育部

■ 2016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
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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15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す。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。

近年、違法（脱法）ハーブを吸引し重大な交通事故や事件をおこし、大きな社会問題になっています。警察も
販売店の取り締まりに力を入れています。しかし、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いる若者が増加しているのも事実です。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１日㈭に高校１年生を対象とした本校教員による ｢薬物乱用防止教室｣ 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。

2017年１月26日㈭13：30から５・６限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】

中等部の年の瀬はやはり合唱コンクール！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一生懸命
練習をし、素晴らしい歌声を目指します。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
とも講堂に足をお運びいただき、熱戦をご鑑賞ください！

日　時：2016年12月19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 
　『若い翼は』
２年A組　自由曲
　『progress』（スガシカオ）
２年B組　自由曲
　『三日月』（絢香）
２年C組　自由曲
　『空へ』（山崎まさよし）
＊変声期の男子が、どう克服して歌うかが見せどころです！

■ 2016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』
１年A組　自由曲
　『遙か』（GReeeeN）
１年B組　自由曲
　『全力少年』（スキマスイッチ）
１年C組　自由曲
　『ひまわりの約束』（秦　基博）
＊元気いっぱい！１年生にご注目ください！！

■ 高校現代文明論研修の旅について 研究部

■ 2017年度入試イベント 生徒募集対策室

【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、冬期特別講座（必修）を開講します。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
してください。

【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。積極的に参加してください。

　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10日㈫～ 13日㈮　センター試験・私立大学入試対策
　第３期：１月18日㈬～ 31日㈫　国公立２次・私立大学入試対策
　学習会：２月１日㈬～ 18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。

11月10・11日に高校１年生対象の「高校現代文明論研修の旅」を実施します。
１日目に東海大学湘南キャンパス、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、大学教員による講義・実習を体験します。
過去の「高校現代文明論研修の旅」では、生徒諸君から「大学を身近に感じた。」「講義や実験が楽しかっ
た。」等の声が寄せられています。
生徒諸君は、各自選択した講義担当者や研究室から送られてくる事前課題に９月初旬から取り組み、レ
ポートを作成します。また、旅の後も体験した研修成果をレポートにまとめ、大学に提出します。
「高校現代文明論研修の旅」が、生徒諸君の進路選択の一助となることが期待されます。

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 ５ 日㈯ 9 ：30

（プレテストと並行実施）

11月19日㈯ 14：00
オープンスクール 10月22日㈯ 9 ：30
女子対象学校説明会 10月29日㈯ 14：00
第２回プレテスト 11月 ５ 日㈯ 9 ：00

高　　校

入試説明会
11月 ５ 日㈯ 14：00

11月26日㈯ 14：00

オープンスクール 10月22日㈯ 14：00

３年生課題曲 
　『あなたへ』
３年A組　自由曲
　『友よ～この先もずっと…』（ケツメイシ）
３年B組　自由曲
　『空も飛べるはず』（スピッツ）
３年C組　自由曲
　『蕾』（コブクロ）
＊３年生の貫禄で、堂 ３々位までの独占なるか！？■ 冬期特別講座について 高校教務部

■ マラソン大会
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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㈯ 後期開始式
星河祭　文化の部（１日目）

10月２日㈰ 星河祭　文化の部（２日目）
10月３日㈪ 自宅学習
10月４日㈫ 自宅学習
10月６日㈭ 知的財産教育全体ガイダンス（５限）
10月10日㈪ 体育の日
10月11日㈫ 朝礼⑤
10月12日㈬ マラソン大会前健康診断
10月13日㈭ 知的財産教育全体講演会（５限）
10月18日㈫ １～３限授業
10月19日㈬～10月21日㈮

後期第１中間試験
10月21日㈮ 防災訓練
10月22日㈯ 自宅学習
10月24日㈪ 第２回学校生活アンケート
10月26日㈬ 授業参観（５・６限）、クラス懇談（７限）
10月27日㈭ 人権教育行事（５・６限）
10月28日㈮ ベネッセ学力テスト（１～４限・午後授業）
10月29日㈯ 建学記念式典（１限）
11月１日㈫ 生徒会立会演説会（１限）
11月３日㈭ 文化の日
11月５日㈯ 自宅学習
11月７日㈪ 建学記念の休日
11月８日㈫ 朝礼⑥
11月15日㈫ マラソン大会
11月17日㈭ １年　保健LHR
11月19日㈯ １～４限授業　40分短縮授業
11月22日㈫ 人権LHR
11月23日㈬ 勤労感謝の日
11月26日㈯ １～４限授業　40分短縮授業
12月６日㈫ １～３限授業
12月７日㈬～12月９日㈮

後期第２中間試験
12月10日㈯ 自宅学習
12月12日㈪ 自宅学習
12月13日㈫ 答案返却
12月14日㈬・12月15日㈭

１～３限授業
12月16日㈮ 合唱コンクールリハーサル
12月17日㈯ 自宅学習
12月19日㈪ 合唱コンクール
12月19日㈪・12月20日㈫

三者面談（該当者）
12月20日㈫ 全校集会
12月22日㈭ 吹奏楽部Ｘmasチャリティコンサート
12月23日㈮ 天皇誕生日

10月１日㈯ 後期開始式
星河祭　文化の部（１日目）

10月２日㈰ 星河祭　文化の部（２日目）
10月３日㈪ 自宅学習
10月４日㈫ 自宅学習
10月６日㈭ １・２年　進路LHR
10月10日㈪ 体育の日
10月12日㈬ マラソン大会前健康診断

３年　ベネッセ駿台記述模試
10月18日㈫～10月21日㈮

後期第１中間試験
10月21日㈮ 防災訓練
10月22日㈯ 自宅学習（本校オープンスクール）
10月24日㈪ 第２回学校生活アンケート
10月25日㈫ 人権教育行事（校内）
10月26日㈬ 授業参観（５・６限）

１・２年　クラス懇談（７限）
10月27日㈭ 生徒会立会演説会
10月29日㈯ 建学記念式典（１限）
10月31日㈪ １・２年　進研記述模試

３年　ベネッセ駿台マーク模試
11月３日㈭ 文化の日
11月５日㈯ 自宅学習
11月７日㈪ 建学記念の休日
11月８日㈫ １年　研修の旅結団式（７限）
11月10日㈭ ３年　学園高大連携総合試験
11月10日㈭・11月11日㈮

１年　高校現代文明論研修の旅
11月12日㈯ １年　自宅学習
11月15日㈫ マラソン大会
11月18日㈮～11月22日㈫

グアム研修
11月19日㈯ １～４限授業　40分短縮授業
11月23日㈬ 勤労感謝の日
11月24日㈭ 人権LHR
11月25日㈮ ３年　付属推薦合格発表

入学手続き説明会
11月26日㈯ １～４限授業　40分短縮授業
11月29日㈫ ２年　キャリア教育発表会（５・６限）
12月１日㈭ １年　薬物乱用防止教室（６限）
12月３日㈯ ２年　研修旅行保護者説明会

１・２年　保護者対象進路講演会
12月６日㈫～12月９日㈮

３年　卒業試験
後期第２中間試験

12月10日㈯ 自宅学習
12月11日㈰ ３年　駿台センタープレ（希望者外部受験）
12月12日㈪ 自宅学習
12月13日㈫ 答案返却

３年　思春期講演会（11：00～12：30）
12月14日㈬～12月16日㈮・19日㈪

自宅学習・三者面談
12月17日㈯ 自宅学習
12月20日㈫ 全校集会

３年　追試オリエンテーション
12月21日㈬～12月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22日㈭ 吹奏楽部Ｘmasチャリティコンサート
12月23日㈮ 天皇誕生日

見上げる空はすっきりと空気が澄みわたり、いつのまにか秋の気配が漂い始める季節になりました。暑かった夏に
比べ、少し涼しくなってきた秋の夜は読書もはかどることでしょう。たくさんの本を手に取り、その本の世界にどっ
ぷりつかってみてはいかかでしょうか。	 （Ｙ）
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