
今年は９月下旬より日本で「ラグビーワールド

カップ」が開催されます。全国12の開催都市で20

チーム（国別）での対戦が組まれており、開幕戦から

決勝まで48試合行われます。地元大阪では「東大阪

市花園ラグビー場」でイタリア対ナミビア（9/22）・

アルゼンチン対トンガ（9/28）・ジョージア対フィ

ジー（10/３）・アメリカ対トンガ（10/13）の試合が組

まれており、ラグビーというスポーツにおける世界

最高峰のパフォーマンスが見られると思うと、今か

ら楽しみでなりません。また、日本チームの大活躍、

その戦いぶりから展開されるドラマにも大いに期待

したいと思います。

本校の学校生活の特徴をよく表した言葉に『Team 

Gyosei』があります。この言葉には、在校生を中心と

して教職員・保護者・卒業生・地域が１つのチーム

となり『Team Gyosei』として、高いレベルの文武両

道の実践を通して、互いが学び合い（協力・協働）、

助け合い（共助）、そして自らの課題解決に向け、果

敢に挑戦するたくましい人として成長して欲しいと

いう願いが込められております。

また、このようにお互いが理解し合い、協力・協

働の基、切磋琢磨し、チームが一つとなり、良い環

境を創り上げ、目標達成に向け挑戦する姿勢、態度

はまさしくスポーツの世界そのものです。ラグビーの

世界で良く使われている「One for All, All for One」

（この言葉の起源は19世紀のフランスの作家アレク

サンドル・デュマ・ペールが書いた「三銃士」とい

う物語に出てくるものだそうです）という言葉があ

ります。意味は、「ひとりはみんなのために、みん

なはひとりのために」です。まさしく、この精神で

『Team Gyosei』の達成に向け、努力し続ける学校で

ありたいと思います。

最後に、これから夏季休暇に入りますが、今年も

厳しい猛暑が予想されます。生徒の皆さんは夏季休

暇中のクラブ活動はもちろん、日常生活において

も、規則正しい時間の使い方を守り、適度な休憩、

また十分な水分補給と睡眠時間に心がけ、熱中症等

に注意して、有意義な夏休みを過ごして欲しいと思

います。

『Team Gyosei』
校長代理 小 寺 建 仁
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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。本校においては、

２つの側面で保護者の皆様にもご注意いただきたいと考えています。
一つは、青少年におけるソーシャルメディアの利用が拡大している状況についてです。その利用の容易さ

簡便さにより影響やリスクを考えることなく、安易な発言や画像の投稿、プライバシーに係わる情報等を発
信し、ネット上での炎上や犯罪被害につながる問題の発生が多発しています。ソーシャルメディアの利用は、
保護者や教員よりも生徒側が先行する場合が多いだけに、保護者や教員がソーシャルメディアを利用するか
どうか、詳しいかどうかに関係なく、生徒に対して、一定の決まりを作っておくことが必要になってきます。

また、もう一つは依存度の高さです。無料ゲームアプリケーションも数多く存在することは、保護者の
方々もご承知のことだと思います。先ほどスマートフォンなどのゲームのやり過ぎで日常生活に支障をきた
すゲーム依存症が「ゲーム障害」として国際的に疾患として認められました。世界保健機関（WHO）が公表した、
改訂版国際疾病分類「ICD-11」の最終案に明記され、WHO総会で「ゲーム障害」を国際疾病と正式に認定され
ました。また、アプリケーションによっては使用料金が発生するものもあり、高額な請求がされる場合もあ
ります。生徒が使用する情報機器に関しては、フィルタリングをかけていただくことを勧めています。しか
しながらスマートフォンに関しては、フィルタリング機能の効かないものもあり、ある程度の管理も必要で
あると思います。

是非一度、ご家庭内で携帯電話・スマートフォンの使用に関するルール決めをしていただくようお願いし
ます。

最後に、生徒達も夏休みは気が緩みがちになります。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、言葉巧みに近づき勧められるものに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、話を聞いてあげて下さい。お困りの場合は、
学校や警察にご相談して下さい。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１総合進学、高２・高３総合進
学Ⅱ類は希望制、高１・２・３英数特進と高２・３総合進学Ⅰ類は原則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
大切な夏です。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、配付プリント（別紙）やClassiを参照して下さい。

【日 程】
＜全コース＞７月25日㈭～31日㈬および８月19日㈪～22日㈭
ただし、７月27日㈯は12：15終了、７月28日㈰は開講しません。

※夏休み中、１号館全フロアのトイレが工事のため使用できません。仮設トイレ他を使用してください。

【科 目】
＜高１総合進学コース＞
国語・数学・英語＜午前＞
＜高１英数特進コース＞
国語・数学・英語＜午前＞
＜高２総合進学コースⅡ類文系＞
英語・国語＜午前＞
＜高２総合進学コースⅡ類理系＞
英語・数学＜午前＞
＜高２総合進学コースⅠ類文系＞
英語・数学・国語・日本史／世界史
＜高２総合進学コースⅠ類理系＞
英語・数学・国語・化学・地理・物理／生物

＜高２英数特進コース文系＞
英語・数学・国語・地理・日本史／世界史
＜高２英数特進コース理系＞
英語・数学・国語・化学・地理・物理／生物
＜高３総合進学コースⅡ類文系＞
英語・国語・日本史／世界史
＜高３総合進学コースⅡ類理系＞
英語・数学・物理／化学／生物
＜高３英数特進コース・総合進学コースⅠ類文系＞
国語・日本史／世界史・数学・生物基礎・化学基礎・英語
＜高３英数特進コース・総合進学コースⅠ類理系＞
国語・地理・数学・物理／生物・化学・英語
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夏休みの行動に注意を！

夏期特別講座について 高校教務部

７月21日㈰～８月23日㈮、さあ夏休みです。課題に計画的に取り組むのはもちろんですが、１・２年生は
夏休みまでの学習内容の弱点克服の機会、３年生はレベルアップの夏となるように精一杯頑張ってください！ 

クラブ活動と学習活動で忙殺され、多くの生徒はプライベートな時間は余りとれないかもしれませんが、
未来の母校になる大学のオープンキャンパスへ参加したり、家族や普段なかなか会えない友人との時間など
も大切にしてください。大事なのは時間管理、メリハリをつけることですよ。

８月24日㈯は全校集会とLHR、８月26日㈪より全学年で授業開始です。一段と逞しく輝きを増した皆さんと
会えることを楽しみにしています。

心も身体も熱い夏にしよう！ 高校教務部

８月６日から８日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付属校の中高生を対象に若い才能の成長支援などを目的に実施
しているイベントです。

学園オリンピックのスポーツ部門には、全国に14ある付属高校から各競技の代表者約1,700人が集い、個人・
団体の成績と学年ごとの総合成績を競い合います。本校からは、剣道部、柔道部、陸上競技部、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。本校生徒の活躍が期待されます。

学園オリンピック（スポーツ部門） 研 究 部

今年度も下記の日程で夏期特別講座を実施いたします。全コースとも必修となっており、年間の授業時間数
にも含めます。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。特に中学３年生
にとっては、高校進学に向けて大切な時期です。この授業で前期の復習をしっかり行い、後期につながるよ
うに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、別途配布したプリントを参照して下さい。
（＊各教科の授業時数は変動する場合があります。）

☆第Ⅰ期 ７月22日㈪～26日㈮（５日間）
実施内容：期末試験再テスト、前期補充授業、夏期テキスト演習
実施教科・時間：☆中１・中２・中３（全コース）

午前：60分×３コマ⇒国語（３）・数学（３）・英語（３）・理科（３）・社会（３）

☆第Ⅱ期 ８月19日㈪～８月22日㈭（４日間）
実施内容：夏期テキスト進捗状況確認、五ツ木模試対策演習、通常授業
実施教科・時間：①中１・中２（全コース）、中３（総合進学コース）

午前：60分×３コマ
⇒国語（２）・数学（２）・英語（２）・理科（２）・社会（２）＋夏期テキストチェック（１）＋

LHR（１）
②中３（英数特進コース）
午前：60分×３コマ
⇒国語（２）・数学（２）・英語（２）・理科（２）・社会（２）＋夏期テキストチェック（１）＋

LHR（１）

※ ９月12日㈭には、夏休みの課題試験として五ツ木模試を実施いたします。実力アップした成果が出せるよ
うに、がんばっていきましょう。

※なお、夏期テキストは期日までに仕上げてきちんと提出できるよう、計画を立てて取り組んでください。

夏期特別講座について 中等部教務部

生 徒 部



（１）2020年度 センター試験 説明会 予定

１．実施日：2019年９月５日㈭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 予定

１．実施日：2019年８月28日㈬

２．内 容：学習状況リサーチ40分

英・数・国 各60分

（３）高校２年 進路 スタディーサポート 予定

１．実施日：2019年８月28日㈬

２．内 容：学習状況リサーチ40分

英（80分）・数（60分）・国（70分）

（４）高校３年 第１回 ベネッセ・駿台マーク模試 予定

１．実施日：2019年９月18日㈬

２．内 容：国語＜200点・80分＞・数学①②＜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＞

３教科３科目～５教科７科目より個人選択受験

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。

今年は９月26日に体育の部、９月28日・９月29日に文化の部が行われます。

体育の部では、四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、模擬店や劇、

ダンスなど、クラスが一丸となり、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。

私たちは普段、いろんな体験をしていますが、その受け止め方、感じ方は人ぞれぞれです。同じ体験をし

ていても、人によって捉え方はさまざまです。そして受け止め方、捉え方が気持ちにも影響します。この、

人それぞれの受け止め方、瞬間的に浮かぶ考え方を「こころのクセ」といいます。同じ体験でも、こころのク

セによって、そのとき感じる気持ちはずいぶん変わってきます。自分のこころのクセを知り、

別の受け止め方を取り入れることで、気持ちが楽になったり、コミュニケーションがスムーズ

になることもあります。よく不安になったり、他の考えが浮かばずにしんどいなというとき、

生徒の皆さんはスクールカウンセラーに相談することもできます。自分のこころのクセを広げ

ながら、もともとの自分の考え方も大切にしていけるといいですね。

スクールカウンセラー 小 川 真 理

2019年度 星河祭（９月26日〜９月29日）
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進路行事

スクールカウンセラーからのメッセージ

進路指導部

研究部では、教科教育の枠を越えた「総合的な学習の時間」や「高校現代文明論」、学園内外が主催する様々

な行事についての実践と支援を行っています。４月から研究部で取り扱った行事について報告します。

（１）高校２年生「キャリアデザイン」の授業では、企業インターンシップに取り組んでいます。

企業インターンシップでは、実在の企業からの「ミッション」を通じて、調査や企画、プレゼンテーション

などの企業活動の実務に取り組みながら、働くことの意義や経済活動について学びます。今後は企業の方が

来校され、生徒の取り組む様子を見ていただき、アドバイスをいただく予定です。今回の企業インターン

シップを通じて、現実社会を垣間見て、より広く、より具体的な視野を獲得し、進路選択の一助になればと

考えています。

（２）学園オリンピック文化部門 一次審査に５名の生徒が合格しました。

東海大学には各付属校生徒が、文化・スポーツ分野で競い合いながら、技能技量を高める “学園オリン

ピック” と呼ばれるイベントがあります。今年度、本校からは、中等部３年Ｃ組谷村陽菜さん（ピアノ）と高校

３年９組前田絢音さん（ピアノ）が音楽部門の二次審査を通過、５月に東海大学湘南キャンパスで実施された

コンクールに出場し、谷村さんは銅賞、前田さんは銀賞を受賞しました。

また他文化部門では、国語部門で中等部２年長尾和樹さん、理科部門で中等部２年龍見省吾さん、英語部

門で高校２年龍野祥佳さんが一次審査を通過しました。３名は東海大学嬬恋高原研修センター（群馬県吾妻郡

嬬恋村）で開催される夏季セミナー（７月31日～８月５日）に参加します。夏季セミナーには、一次審査を通過

した全国の付属高等学校、中等部の生徒が集まり、各部門で大学教員の指導を受けながら、切磋琢磨します。

研究部からの報告 研 究 部

生 徒 会



中等部 高等学校

集 記編 後

７月～９月行事予定７月～９月行事予定

７月９日㈫ １～３限授業
７月10日㈬ 前期期末試験（１日目）
７月11日㈭ 前期期末試験（２日目）
７月12日㈮ 前期期末試験（３日目）
７月13日㈯ 自宅学習（中等部夏のオープンスクール）
７月15日㈪ 海の日
７月16日㈫ 自宅学習
７月17日㈬ 答案返却
７月18日㈭ 自宅学習
７月19日㈮ 自宅学習
７月20日㈯ 全校集会（午後：三者面談）
７月22日㈪～26日㈮

夏期特別講座（１～３限・60分） 午後：三者面談
７月31日㈬～８月５日㈪

学園オリンピック夏季セミナー
【国・数・理・英・造・知・デ】（嬬恋高原研修センター）

８月11日㈰ 山の日
８月12日㈪ 振替休日
８月13日㈫～16日㈮

一斉休暇期間
８月19日㈪～22日㈭

夏期特別講座（１～３限・60分）  
８月23日㈮ 自宅学習
８月24日㈯ １限全校集会・２限LHR（２限後放課）

第１回プレテスト（10：00～ ）
８月26日㈪ １～４限授業（各学年 職業講話含む）
８月27日㈫ １～４限授業
８月28日㈬ １～４限授業
８月29日㈭ 平常授業開始
９月３日㈫ 朝礼④
９月７日㈯ １～４限40分短縮授業

中等部 第１回入試説明会（14：00～）
９月12日㈭ 課題試験（五ツ木模試）
９月16日㈪ 敬老の日
９月23日㈪ 秋分の日
９月24日㈫ １～４限授業 午後：体育の部準備
９月25日㈬ 星河祭 体育の部 リハーサル

（平常登校：晴雨に関わらず実施）
９月26日㈭ 星河祭 体育の部
９月27日㈮ 星河祭準備（平常登校・机・椅子移動）
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㈪ 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

７月１日㈪ １～３年 進研記述模試
７月４日㈭ ２年 いのちのお話（６限）
７月６日㈯ １年 現代文明論の旅ガイダンス（１限講堂）
７月９日㈫～ 12日㈮

前期期末試験
７月13日㈯ 自宅学習
７月15日㈪ 海の日
７月16日㈫ 自宅学習
７月17日㈬ 答案返却

夏休み前クラブ健康診断
７月18日㈭ 自宅学習
７月19日㈮ 自宅学習
７月20日㈯ 全校集会・三者面談
７月22日㈪～24日㈬

三者面談
７月25日㈭～31日㈬ ※28日㈰は開講しません

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

７月31日㈬～８月５日㈪
学園オリンピック夏季セミナー

８月６日㈫～８日㈭
学園オリンピックスポーツ大会

８月11日㈰ 山の日
８月12日㈪ 振替休日
８月19日㈪～ 22日㈭

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

８月24日㈯ １限全校集会・２限LHR
８月26日㈪～28日㈬

１～４限授業
８月26日㈪～９月14日㈯

教育実習
８月28日㈬ １・２年 スタサポリサーチ・３教科
８月29日㈭ 平常授業開始
８月31日㈯ １年 文明論の旅レポートガイダンス（１限）
９月５日㈭ ２年 進路LHR（各クラス）

３年 センター試験説明会（放課後）
９月７日㈯ １～４限40分短縮授業
９月12日㈭ ２年 進路LHR（講堂）
９月16日㈪ 敬老の日
９月18日㈬ ３年 ベネッセ駿台マーク模試
９月23日㈪ 秋分の日
９月24日㈫ １～４限授業・星河祭準備
９月25日㈬ 星河祭 体育の部 リハーサル（平常登校）
９月26日㈭ 星河祭 体育の部
９月27日㈮ 星河祭準備（平常登校・机・椅子移動）
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㈪ 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

待ちに待った夏休みがやってきました！どう過ごしても今年の夏は一度だけです。勉強、クラブなど人
それぞれ打ち込むものは違いますが、充実した時間になるようにしっかり計画をたてましょう。今夏も猛暑
になるようです。くれぐれも熱中症には気をつけてください。 （H）

2019年（令和元年）７月20日発行（6）第 69 号 天 の 川


