
私事で恐縮ですが、写真に一緒に写っている望遠

鏡は、ただいまメンテナンス中です。対物レンズ

（前の大きい方のレンズ）が曇ってしまって、星が

すっきり見えなくなったからです（涙）。「きれいに

戻るよう頑張ってみますね」と望遠鏡メーカーの担

当の方。レンズが再び輝きを取り戻し、以前のよう

に美しい星を見せてくれる日を心待ちにしている今

日この頃です。

さて、今年もなんとなくグズグズした不完全燃焼

の夏でしたが、気がつけば空気は入れ替わり、夜に

は虫の音の大合唱です。星空の方も、夏の代表星座

「さそり座」はもう西の地平線に移動し、秋の星々が

空高くなってきました。今年の秋の夜空の見ものは、

南東にひときわ明るく輝く木星。そしてその少し右

（西）に鈍い輝きを見せる土星の２惑星です。どちら

も明るいので、街の中でも目に付きます。目立った

明るい星が少ない秋の夜空ですが、今年はちょっと

賑やかですよ。ぜひ見て下さい！

秋はまた、月がとても美しい季節です。昨今、

「スーパームーン」や「ストロベリームーン」、「ハー

ベストムーン」などの横文字の月の名称が話題になり

ますが、日本にも古来からの風流な月の呼び方があ

ります。まん丸満月は皆さんご存知「十
じゅう

五
ご

夜
や

」ですね。

この日は、日没とともに月が東の空から昇ります。

これ以降は月の出がおよそ50分づつ遅くなります。

16日目は、月が出るのをちょっとためらっている

（いざよう）ようだということで「十
いざ

六
よ

夜
い

」と呼びます。

17日目は、さらに月の出が遅くなり、まだかまだか

と立って待つので「立
たち

待
まち

月
づき

」。18日目は、待ちくたび

れて座ってしまうので「居
い

待
まち

月
づき

」。19日目はもう寝床

に入って待つよと「寝
ね

待
まち

月
づき

」。そして20日目は夢の中、

夜もすっかり更
ふ

けて「更
ふけ

待
まち

月
づき

」。昔はきっと早寝だった

のでしょうね、これ以降の月の名前がありません．．．。

いやもう一つありました！早寝の人は早起き。26日

目明け方に昇る細い月は「有
あり

明
あけ

月
つき

」。どうですか？み

なさん。月の出がどんどん遅くなる様をよく表して

いますね。この他にも、季節や風情を表す月の名前

がたくさんあります。昔の人の感性の豊かさ、言葉

の細やかさには敬服です。秋の夜長、清々しい風を

感じながら、美しい月を眺めてみて下さい。今宵は

どんな月が見えるでしょうか？そしてみなさんの心

にはどんな月が映るでしょうか？

早く望遠鏡戻ってこないかなあ．．．。

清
せい

風
ふう

明
めい

月
げつ

中等部副校長　鞆 安 孝 郎
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◆後期第１中間試験
高　校：10月19日㈫～22日㈮　　　中等部：10月20日㈬～22日㈮

＊�８月下旬からの授業内容が出題されます。試験範囲が広くなるので、計画的に準備をし、ベストコンディションで臨んでください！

◆後期第２中間試験（高３：卒業試験）
高　校：12月６日㈪～10日㈮　　　中等部：12月７日㈫～９日㈭

＊�闘う相手は自分です。100％完全燃焼してください。また高校３年生は卒業の認定が行われる大切な試験です。十分な準備をして
有終の美を飾りましょう！

○内　　容　染
そめ

谷
や

西
さい

郷
ごう

さんによる講演・演奏
○実施日時　2021年10月７日㈭１時間目～６時間目３部講演

＜第１部＞　１・２時間目：高校３年生対象（３時間目以降平常授業）
＜第２部＞　３・４時間目：高校２年生対象（５時間目以降平常授業）
＜第３部＞　５・６時間目：高校１年生対象（７時間目以降平常授業）

○場　　所　本校講堂
○講　　師　演者・染谷西郷氏

フラメンコギタリストである日本人の父と南アフリカ人バレエダンサーの母の間に生まれる。
自身は、日本で育った日本人だと思っていたが、『ガイジン』と呼ばれ、自分の居場所が見つから
ない少年時代を過ごす。肌の色が違う人との結婚が認められなかったアパルトヘイト政策時代
に自身を生んでくれた両親やアパルトヘイト制度についての講演を各地で行っている。

○日　　時　11月４日㈭５・６時間目
○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：いじめについて　　２年：障碍者についての理解　　３年：LGBTQについて
○各学年の内容
１年　映画鑑賞　　　　　　　　　　　　　　　　　　３年　映画鑑賞

・映画「青い鳥」・各教室にて実施　　　　　　　　　　・映画「カランコエの花」・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

「日　　時」　　　　中：2021年11月18日㈭６時限
　高：2021年11月18日㈭６時限

「場　　所」　　　　中：講堂
　高：未定

「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：2021年10月７日㈭～10月16日㈯13：30まで
　高：2021年10月７日㈭～10月16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。
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2021年度　高校後期人権教育行事2021年度　高校後期人権教育行事

2021年度　中等部人権教育行事2021年度　中等部人権教育行事

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

立会演説会立会演説会 中等部・高校生徒会



◆　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①・②（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11日㈪　＜時間割は、後日連絡いたします。＞【実施日】

◆　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【リーディング】（100点・80分）
英語【リスニング】（100点・30分）、地歴・公民（各100点・各60分）、理科①・②（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。

　11月２日㈫　＜時間割は、後日連絡いたします。＞【実施日】

※以下いずれの講座も、具体的な開講講座の内容は後日連絡します。

【高１・高２英数特進コース／高２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、“大学入学共通テスト”の

１年前であることを自覚し、本格的な受験への意識を高めるきっかけにしてほしいと思います。

【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㈪　大学入学共通テスト・私立大学入試対策
第Ⅱ期：１月８日㈯～14日㈮　大学入学共通テスト・私立大学入試対策
第Ⅲ期：１月19日㈬～31日㈪　国公立２次対策

１月19日㈬～22日㈯　私立大学入試対策
学習会：２月１日㈫～19日㈯　質問会・個別指導

『やがて僕のレベルも知らず知らずに上がっていった。
なぜなら、僕が戦う相手は、いつも自分より強かったからである。』　松岡修造
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高校３年　10月第２回ベネッセ・駿台記述模試高校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

冬期特別講座について冬期特別講座について 高校教務部



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　英語（80分）
10：20～12：00　数学（100分）
　昼休み
12：45～14：05　国語（80分）

※<文系>
14：15～15：15　理科①（各30分）
15：25～16：25　地歴（60分）

※<理系>
14：15～15：15　理科②（60分）
15：25～16：25　理科②（60分）
16：35～17：35　地歴（60分）

２年　Ⅱ類　理系クラス
◆　時間割（実施予定教科・各100点）
８：35～　　　　SHR
８：50～10：10　英語（80分）
10：20～12：00　数学（100分）
　昼休み
12：45～13：45　理科②（60分）
13：55～14：55　理科②（60分）

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）

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　英語（80分）
10：20～11：40　国語（80分）
　昼休み
12：40～13：40　地歴（60分）

　11月２日㈫　＜高校１･２年選抜クラスは、通常授業＞【実施日】

今年、東京オリンピック・パラリンピックが日本で開催されました。日本代表や世界のアスリートの活躍

に胸を熱くされた人も多くいたことと思います。己の限界を突破する姿、熱く戦う姿に多くの人々がスポーツ

の持つ力に魅了されたことでしょう。

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25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。走ること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、自分の殻を破り、スポーツの持つ大きな力に触れ、

人間力の向上に繋げてみませんか。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。
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高校１・２年　11月進研記述模試高校１・２年　11月進研記述模試 進路指導部
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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、オープンスクールや入試説明会などを下記のとおり

開催いたします。本年度も感染症対策が必要なため、例年通りのイベント

内容を実施することが難しい状況ですが、できる限り受験生のみなさんに

仰星を体感していただけるようなイベント開催を考えております。また、中

等部第２回プレテストでは新たに英語科目を選択できるようになっており

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。

今年もコロナウイルス感染症の影響で受験生が学校へ来ていただける機会が少なくなったり、保護者の方

に授業参観などでお子様の様子を見ていただける機会がなくなってしまったりするなどの影響が出ております。

少しでも多くの方に本校の様子を知っていただきたいと考え、公式YouTubeチャンネル及び公式Instagram・

公式facebookを公開しております。YouTubeでは主に受験生を対象とした本校の概要をまとめた動画を公開

しております。また、Instagram・facebookでは本校ホームページのGyosei

日記の記事を転載し、多くの方々に見ていただけるようになっております。

ぜひ、保護者のみなさまもご覧いただきつつ、本校を希望される生徒さん

やその保護者の方々にYouTube・Instagram・facebookをお知らせいただき

ますようお願いいたします。

【公式YouTubeチャンネル】　　　　【公式facebook】　　　　　　　　　　【公式Instagram】

中　等　部

入試説明会

11月 ６ 日㈯ ９：30
（プレテストと並行実施）

11月20日㈯ 14：00

オープンスクール 10月23日㈯ ９：30

第２回プレテスト
11月 ６ 日㈯ ８：50集合
（総合進学の算数選択者は

９：45集合）

高　　校

入試説明会
11月 ６ 日㈯ 14：00

11月27日㈯ 14：00

オープンスクール 10月23日㈯ 14：00

五ツ木模試連携説明会

11月14日㈰ 14：00
五ツ木模試受験生・保護者対象
（於：メディアセンター）

12月12日㈰ ９：30
受験生保護者対象

（於：メディアセンター）
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記

集編

後

10月～12月行事予定10月～12月行事予定

10月１日㈮ 秋休み
10月２日㈯ 秋休み
10月４日㈪ 平常授業
10月５日㈫ 平常授業
10月６日㈬ 平常授業
10月７日㈭ 後期人権教育行事（３部講演）
10月８日㈮ １･２年　後期中間①試験プラン

（１年５限・２年６限各クラス）
１年１・９組　探究ポスター発表
（５・６限ラーニングコモンズ）

10月９日㈯ English�Café
10月11日㈪ ３年　第２回ベネッセ・駿台記述模試
10月14日㈭ １･２年　進路LHR（６限各クラス）

３年　いのちのお話（６限講堂）
10月15日㈮ １年　第２回読書会（５限講堂）
10月19日㈫～22日㈮　後期第一中間試験
10月22日㈮ 防災訓練
10月23日㈯ 自宅学習（中・高オープンスクール）
10月24日㈰～31日㈰　トロント研修
10月25日㈪ 第２回学校生活アンケート
10月26日㈫ 校外学習
10月27日㈬ マラソン大会前健診（13：20～）
10月28日㈭ 答案返却（１･２限）

１･２年　探求ノート・３年　LHR（３限）／４限～授業
建学記念式典兼中等部25周年式典（６限）

10月29日㈮ １年　現代文明論校長講話（５限講堂）
１年１・９組　探究講演会（５限ラーニングコモンズ）

10月30日㈯ １・２年　保護者対象進路講演会（14：00～）
11月１日㈪ 建学記念の休日
11月２日㈫ １・２年　進研記述模試

３年　第３回ベネッセ・駿台マーク模試
11月３日㈬ 文化の日
11月４日㈭ １年　人権LHR（６限各クラス）

２年　進路LHR（６限講堂）
３年　学園高大連携総合試験

11月５日㈮ １年　現代文明論の旅結団式（５限講堂）
２年　第２回読書会（６限講堂）
３年　付属推薦「小論文」試験（通常授業）

10月１日㈮ 秋休み
10月２日㈯ 秋休み
10月４日㈪ 後期開始式（朝HR）　平常授業（１限～）
10月７日㈭ 写生大会
10月８日㈮ 漢字検定（希望者）
10月９日㈯ English�Café
10月19日㈫ ２～４限授業
10月20日㈬～22日㈮　後期第一中間試験
10月22日㈮ 防災訓練
10月23日㈯ 自宅学習（中・高オープンスクール）
10月25日㈪ 第２回学校生活アンケート
10月26日㈫ ベネッセ学力推移調査（午前�国数英）　授業（午後）
10月27日㈬ マラソン大会前健診（13：20～）
10月28日㈭ １～５限授業

６限　建学記念式典兼中等部25周年式典
11月１日㈪ 建学記念の休日
11月３日㈬ 文化の日
11月４日㈭ 人権教育行事（５・６限）
11月６日㈯ 自宅学習（中・高入試説明会）
11月10日㈬ 授業参観（１～６限）　進路説明会（６限）

クラス懇談会（７限）
11月11日㈭ 生徒立会演説会（５限）

１年　保健LHR（６限）・２年　保健講話（６限）

11月12日㈮ ３年　五ツ木模試校内受験
11月13日㈯ English�Café
11月15日㈪ １年　人権（５限）
11月15日㈪～18日㈭　２・３年　研修旅行
11月16日㈫～18日㈭　１年　研修旅行
11月19日㈮ 自宅学習
11月20日㈯ 40分×４限授業（中入試説明会）
11月22日㈪ SDGsセッション②（17：00～メディア）
11月23日㈫ 勤労感謝の日
11月24日㈬ ２・３年　人権（１限）
11月25日㈭ マラソン大会
11月27日㈯ 40分×４限授業（高入試説明会）
12月６日㈪ ２～４限授業
12月７日㈫～９日㈭　後期第二中間試験
12月10日㈮ 自宅学習
12月11日㈯ 自宅学習
12月13日㈪ 答案返却
12月15日㈬ １年　１～３限特別授業　２･３年　GTEC
12月16日㈭ １～３限特別授業
12月17日㈮ １～３限特別授業　三者面談（該当者）
12月18日㈯ １～３限特別授業　三者面談（該当者）

吹奏楽部Xmasコンサート（枚方市総合文化芸術センター）
12月20日㈪ 全校集会

11月６日㈯ 自宅学習（中・高入試説明会）
11月10日㈬ 授業参観（１～７限）

保護者・教職員健康相談（13：15～）
11月11日㈭ １年　文明論研修の旅　２･３年　後期人権LHR
11月12日㈮ １年　文明論研修の旅

２年　クラス代表発表会（５・６限講堂）
11月13日㈯ １年　自宅学習　English�Café
11月18日㈭ 音楽鑑賞会
11月19日㈮ １･２年　後期中間②試験プラン

（１年５限・２年６限各クラス）
11月20日㈯ 40分×４限授業

１年　付属推薦説明会（１限講堂）（中入試説明会）
11月22日㈪ SDGsセッション②（17：00～メディア）
11月23日㈫ 勤労感謝の日
11月25日㈭ マラソン大会
11月26日㈮ １年　｢卒業生講演会｣（５限講堂）
11月27日㈯ 40分×４限授業（高入試説明会）
12月２日㈭ 生徒会立会演説会・選挙（６限体育館）
12月３日㈮ １年　知的財産教育発表会（５･６限講堂）
12月４日㈯ １･２年　GTEC（検定版）／３年　自宅学習

３年　付属推薦合格発表・手続き説明会（10：00～）
保護者代表幹事会④（14：00～）

12月６日㈪～10日㈮　３年　卒業試験・後期第二中間試験
12月11日㈯ 自宅学習
12月13日㈪ 答案返却（13：00）

１・２年　探求ノート・面談準備（14：30～）
３年　薬物乱用防止教室（14：30～）

12月14日㈫～16日㈭　オンライン海外研修②
12月15日㈬ 三者面談
12月16日㈭ 三者面談（午前）
12月17日㈮ 三者面談
12月18日㈯ 三者面談

吹奏楽部Xmasコンサート（枚方市総合文化芸術センター）
12月20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（第Ⅰ期）
高１・２英数特進
高２総合Ⅰ類
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という文人が残した漢詩の一説にある「燈火稍く親しむ可く」という言葉があり
ます。「秋の夜は涼しさが気持ち良いので、灯りに照らして読書をするにはいいものだ」という
意味です。皆さんも秋の夜に読書を楽しんでみて下さい。


