
高校教頭　鞆 安 孝 郎

「役に立たないこと」はおもしろい？
天地が暴れた９月も終わり、秋も10月に突入です。

空気がいつの間にか入れ替わり、秋本番到来という

ところです。さて、秋は空も澄み渡り、星空を眺め

るのにはとても良い季節ですね。大阪では星なんか

見えないやと思っている人も多いでしょうが、夜半

を過ぎて夜空を見上げると、びっくりするような星

空に出会うときがあります。皆さんもぜひ秋の夜空

を眺めてください。

さて、夜な夜な星を眺めている私でありますが、

星を見ていて、ふと思いだすことがあります。大き

な星が一生を終え、最後に爆発するとき（超新星爆

発と言います）に、「ニュートリノ」という素粒子が

放出されます。この素粒子は地球まで届き、１秒間

に我々の体を何兆個も通り抜けると言われています。

しかしその存在を我々が感じることはほぼありません。

なぜならニュートリノは物質とほぼ反応しないから

です。このニュートリノを初めて観測で検出し、実

在を証明した小柴昌俊先生（東京大学特別栄誉教授）

が2002年にノーベル物理学賞を受賞しました。大々

的に記者会見が行われるわけですが、多くのメディ

アが「この成果は何に役に立つのですか？」という質

問をしました。小柴先生の言われた言葉、「全く役

に立ちません！」。これが妙に小気味良かったのを覚

えています。

「何の役に立つか？」と聞かれて、「全く役に立ち

ません」という答えは通常はしてはいけない回答で

すよね。でも小柴先生は自信を持ってそう回答され

ました。「どう役に立つか」「どれくらい利益が得

られるのか」というような短期的なスパンでの回答

は不可能なのです。強いて答えるならば「わくわく、

どきどきするよ！」でしょうか。愉快ですよね！

近年、何の役に立つかわからないような事柄に投

資をすることが減り、また、それにチャレンジをし

ようとする人も減少している（金銭的見返りが少な

いから？）ということです。しかし、役に立つかわ

からないことや基礎的研究に取り組む人がいなくな

る国は衰退の道をたどると私は思います。人生がか

かっているので、役に立たないことや見返りのない

ことをやれという勧めを軽々しく皆さんにはできま

せん。しかし、そういうチャレンジャーが多くいる

ことが、国の豊かさであり、社会の豊かさではない

かと思うのです。

え？こんな話次の小テストに「役に立たない」って？

まあまあ、そんな淋しいこと言わないで。今夜は

ゆっくり星でも眺めましょう！
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○実施日　10月23日㈫
○場　所　本校講堂
○時　程　高２・高３（１・２限目）、高１（５・６限目）
○内　容　�映画「ドリーム」（原題：Hidden Figures　2016年 アメリカ映画）鑑賞

（映画概要）1962年に米国人として初めて地球周回軌道を飛行した宇宙飛行士ジョン・グレンの功績を影で支えた、
NASAの３人の黒人系女性スタッフ、キャサリン・ジョンソン、ドロシー・ボーン、メアリー・ジャクソンの知
られざる物語を描いたドラマ。ソ連とアメリカの宇宙開発競争が繰り広げられていた61年NASAのラングレー研
究所に、ロケットの打ち上げに必要不可欠な計算を行う黒人女性グループがいた。天才的な数学の才能をもつ
キャサリンは、宇宙特別研究本部の計算係に抜てきされるが、白人男性ばかりのオフィス環境は、キャサリンに
とって決して心地よいものではなかった。一方、ドロシーとメアリーもそれぞれ、黒人であるというだけで理不
尽な境遇に立たされるが、それでも３人はひたむきに夢を追い続け、やがてNASAの歴史的な偉業に携わること
となる。（2017年度の高校人権年間テーマは「部落差別をはじめとする様々な差別問題について」です。）

○日　時　１年：11月15日㈭５・６限目　　２年：11月22日㈭５・６限目　　３年：10月25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（ネット社会と人権について）

11月21日㈬に、中高全学年で授業参観を実施します。１限～７限すべての授業をご覧いただけますので、
ぜひ積極的にご参観ください。

中等部は６時限目に進路講演会、７時限目にクラス懇談会を実施します。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待ちしています。

なお、高校の７限目以降の特別講座・自学サポートは通常通り行います。

【日　　時】 中： 2018年11月13日㈫　１限目
 高：2018年11月１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：2018年10月３日㈬～10月13日㈯ 13：30まで

 高：2018年10月３日㈬～10月13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、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。

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。

◆後期第１中間試験
高　校：10月16日㈫～19日㈮
中等部：10月17日㈬～19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４日㈫～７日㈮
　中等部：12月５日㈬～７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。

中　等　部

入試説明会
11月 ３ 日㈯ 9 ：30

（プレテストと並行実施）
11月17日㈯ 14：00

オープンスクール 10月20日㈯ 9 ：30
第２回プレテスト 11月 ３ 日㈯ 9 ：00

高　　校

入試説明会
11月 ３ 日㈯ 14：00

11月24日㈯ 14：00

オープンスクール 10月20日㈯ 14：00
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★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 ★授業参観・クラス懇談会について 中・高教務部

11月８・９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。

★高校現代文明論研修の旅について 研究部

【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20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Ⅰ期：12月20日㈭～27日㈭　センター試験・私立大学入試対策
第Ⅱ期：１月９日㈬～17日㈭　センター試験・私立大学入試対策
第Ⅲ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㈮～16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。

★冬期特別講座について 高校教務部

★入試イベント 生徒募集対策室

★2018年度　高校後期人権教育行事 人権教育部

★立会い演説会 中・高校生徒会

★2018年度　中等部人権教育行事 人権教育部

○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）

・各教室にて実施

２年　NPO法人パラキャンによる車椅子バスケット
・本校体育館アリーナで実施

３年　兵庫県立大学・竹内准教授研究室大学院生
＋KDDI社員による講演。
・パワーポイント、映像を用いて講堂にて

実施



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

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　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。

◆　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。

　10月９日㈫　＜時間割は、後日連絡いたします。＞【実施日】

　11月７日㈬　＜時間割は、後日連絡いたします。＞【実施日】

　11月７日㈬　＜高校１･２年選抜クラスは、通常授業＞【実施日】 今年度はサッカーワールドカップが開催され、日本代表が躍動しました。テレビ放映もあり、己の限界を
突破する姿、熱く戦う姿に多くの人々が興奮しました。また、試合後のサポーターのゴミ拾いもメディアで
取り上げられるなどスポーツイベントに対する考え方や参加について考えさせられる大会となりました。

仰星には秋の大イベントである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
14日㈬に枚方の淀川河川敷で行われます。高校男子は12km・高校女子と中等部３年男子は８km・中等部
１、２年男子と中等部女子は５kmを走ります。淀川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。走る事が苦手な人も爽やかな秋の風を感じながら楽しんでもらいたいです。全力で入賞を
狙う者と完走を目指す者など個々の目標がありますが、自分の殻を破ってみませんか。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。そして、マラソン大会
開催後のみなさんの気配り・心配りにも注目してみたいです。

2019年１月31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。

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：2018年12月18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。

【発表曲】

２年生課題曲 
　『あなたに会えて』
２年A組　自由曲
　『奏』（スキマスイッチ）
２年B組　自由曲
　『REIDE』（GReeeeN）
２年C組　自由曲
　『Lemon』（米津玄師）

＊変声期の男子が、どう克服して歌うかが見せどころです！

１年生課題曲 
　『怪獣のバラード』
１年A組　自由曲
　『チェリー』（スピッツ）
１年B組　自由曲
　『キセキ』（GReeeeN）
１年C組　自由曲
　『Rain』（SEKAI NO OWARI）

＊元気いっぱい！１年生にご注目ください！！

３年生課題曲 
　『時を越えて』
３年A組　自由曲
　『with you』（ゆず）
３年B組　自由曲
　『デイドリーム・ビリーバー』（忌野清志郎）
３年C組　自由曲
　『蛍』（サザンオールスターズ）

＊３年生の貫禄で、入賞の独占になるか！？
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★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 進路指導部

★高校３年　11月第３回ベネッセ・駿台マーク模試 進路指導部

★マラソン大会

★高校１年生合唱コンクール

中等部★2018年度　合唱コンクールについて



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㈪ 体育の部実施時：自宅学習
体育の部順延時：１～４限授業・午後準備

10月２日㈫ 体育の部実施時：自宅学習
体育の部順延時：体育の部予備日

10月３日㈬ 体育の部実施時：１限後期開始式・２限～平常授業
体育の部順延時：自宅学習

10月４日㈭ 体育の部順延時：１限後期開始式
知的財産ガイダンス（５限）

10月８日㈪ 体育の日
10月９日㈫ 朝礼⑤
10月11日㈭ 知的財産教育講演会（５限）
10月16日㈫ １～３限授業
10月17日㈬～19日㈮

後期第１中間試験
10月19日㈮ 防災訓練
10月20日㈯ 自宅学習

オープンスクール（９：30～中等部・14：00～高校）
10月22日㈪ 第２回学校生活アンケート
10月23日㈫～26日㈮

２年　北海道体験研修
10月24日㈬～26日㈮

１年　三保研修
10月25日㈭ ３年　人権教育行事（５・６限）
10月26日㈮ ３年　ベネッセ学力テスト（午後は授業）
10月27日㈯ １、２年　自宅学習
10月31日㈬～11月８日㈭

３年　ハワイ語学研修
11月１日㈭ 建学記念式典（６限）
11月３日㈯ 文化の日

中等部プレテスト（９：00～）
中等部第２回入試説明会（９：30～）

11月５日㈪ 建学記念の休日
11月８日㈭ ＊３年　ハワイより帰国
11月９日㈮ 振替休日（３年）

１年　桜丘コミュニティ講演会（５・６限講堂）
11月10日㈯ 振替休日（３年）
11月11日㈰ 五ツ木模試会場（３年生は受験）
11月13日㈫ 朝礼⑥

生徒会立会演説会（１限講堂）
11月14日㈬ マラソン大会
11月15日㈭ １年　人権教育行事（５・６限）
11月17日㈯ 40分×４限短縮授業

中等部第３回入試説明会（14：00～）
11月20日㈫ 第２回人権LHR（１限）
11月21日㈬ 授業参観（５・６限）進路講演会（６限）

クラス懇談会（７限）
11月22日㈭ １年　保健LHR（６限多目的・視聴覚）

２年　人権教育行事（体育館）
11月23日㈮ 勤労感謝の日
11月24日㈯ 40分×４限短縮授業

第２回高校入試説明会（14：00～）
12月４日㈫ １～３授業
12月５日㈬～７日㈮

後期第２中間試験
12月６日㈭ 授業アンケート
12月８日㈯・10日㈪

自宅学習
12月11日㈫ 答案返却
12月12日㈬・13日㈭

１～３限特別授業
12月14日㈮ 合唱学年リハ・クラス練習
12月15日㈯ 自宅学習
12月17日㈪・18日㈫

午前：合唱コンクールリハーサル
午後：三者面談（該当者）

12月19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
12月24日㈪ 振替休日

10月１日㈪・２日㈫
自宅学習

10月３日㈬ １限後期開始式・２限～授業
マラソン大会前健康診断

10月４日㈭ １・２年　進路LHR（各クラス）
３年　LHR いのちのお話（講堂）

10月８日㈪ 体育の日
10月９日㈫ ３年　ベネッセ駿台記述模試
10月16日㈫～19日㈮

後期第１中間試験
10月19日㈮ 防災訓練
10月20日㈯ 自宅学習

オープンスクール
10月22日㈪ 第２回学校生活アンケート
10月23日㈫ 人権教育行事（校内）
10月27日㈯ １・２年　保護者対象進路講演会
11月１日㈭ 建学記念式典・生徒会立会演説会（６限）
11月３日㈯ 文化の日
11月５日㈪ 建学記念の休日
11月６日㈫ １年　文明論の旅結団式（７限）
11月７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８日㈭・９日㈮

１年　高校現代文明論研修の旅
11月８日㈭ ３年　学園高大連携総合試験
11月10日㈯ １年　自宅学習

40分×４限短縮授業
11月14日㈬ マラソン大会
11月15日㈭ 第２回人権LHR
11月17日㈯ １年知財発表会（１・２限講堂）

40分×４限短縮授業
11月21日㈬ 授業参観（１～７限）
11月23日㈮ 勤労感謝の日
11月24日㈯ 40分×４限短縮授業

１年　東海大学付属推薦説明会（１限）
11月27日㈫ ３年　付属推薦合格発表・手続き説明会
11月29日㈭ ２年　キャリア教育発表会（５・６限）
12月１日㈯ ２年　研修旅行保護者説明会（放課後）
12月４日㈫～７日㈮

後期第２中間試験
３年　卒業試験

12月８日㈯・10日㈪
自宅学習

12月11日㈫ 答案返却
12月12日㈬～18日㈫

三者面談
12月19日㈬ 全校集会

３年　追試オリエンテーション
12月20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
12月24日㈪ 振替休日

2018年（平成30年）10月９日発行（6）第　66号 天　の　川

一大イベントの星河祭も終わり、気付けば空気は澄みわたり、すっかり秋の空になりました。読書
の秋、スポーツの秋、食欲の秋。皆さんはどの秋を堪能されますか。（Ｈ）


