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▼ よきライバル、よき仲 間 ▼
校長

阿南 孝也

ライバル“rival”の語源は、ラテン語の“rivus”、これは「小川」を意味する言葉です。さらに
派生して「川を競い争っている者」「川を共同で使う者」という意味を持つ言葉にさかのぼることが
できるそうです。今風に言えば、「同じ釜の飯を食う者」ということのなるのでしょうか。
洛星中学高校の６年間を有意義に過ごすために、よきライバルの存在は欠かせません。机を
並べて真剣に勉学に励むこと、洛星の誇る学校行事や多種多様な課外活動に共に懸命に取り
組むこと、異なる個性がぶつかり合い、時には折り合いをつけながら、目標達成に向けて汗をか
き、一つのものを作り上げること、これらは、その過程において、自らの能力に気づき、磨き伸ば
す貴重な機会となったことでしょう。そして得たものは、生涯の大きな財産になったと確信してい
ます。
洛星はカトリックの学校です。宗教行事や祈りを大切にしてきました。中でも、ミサはカトリック
教会が伝統的に最も大切にしてきた祈りです。洛星では、全校生徒参加のミサが、年間２回（１０
月２１日創立記念ミサ、１１月の追悼ミサ）行われています。また自由参加のミサも毎週金曜日朝、
小聖堂で行われています。ミサの起源は、２千年前の「最後の晩餐」にまでさかのぼります。イエ
スは十字架上で亡くなる前夜、弟子たちとの最後の食事の席でご聖体を定められ、「これを私の
記念として行いなさい」と言われました。ミサの中で司祭は、ご聖体となったパンを割き、信者に
分け与えます。イエスは大切なものを「食事を共にする」という形で定められたのです。
仲間を表す“companion”は“ com（共に）”＋“panis（パン）”という意味を持つ言葉です。イ
エスの時代においても、現代においても、共に食卓を囲むことは、心が通じ合い、信頼し合える
関係構築に繋がる大切なことなのです。大勢の生徒たちが、食堂や教室で歓談しながら昼食を
とる姿を、いつも微笑ましく思ってきました。
「友はどのような時にも愛するものだ。兄弟は苦しみを分け合うために生まれる」
箴言１７章１７節
洛星という学び舎で、切磋琢磨しながら成長した仲間は、かけがえのない宝です。洛星で苦
楽を共にしながら育まれた友情を大切にして、充実した学園生活を送ってくれることを願ってい
ます。
－前期中間考査を終えて－
定期考査は、結果が出た後の対応が大切です。授業や家庭学習に問題がなかったか振り返
り、どこをどのように改善すればよいのか、具体的に考えてほしいと思います。点数にだけ目を
向けるのではなく、学校生活、家庭生活全体に目を向けて、反省の機会として生かしてくれるこ
とを期待しています。

通知票の見方について
1 各科目の数値は１００点満点法によるものです。（５段階評価は学年末にのみ示します。）
前期中間の成績は、新年度開始から中間考査までの評価
前期末の成績は、新年度開始から前期末までの評価
後期中間の成績は、後期開始から中間考査までの評価
学年末の成績は、一年間の評価
2 度数分布表で各科目の平均点・警告点などをご覧下さい。 なお、５教科平均点の度数分布
（５点刻み、期末では全教科も）も示していますので、ご参照ください。
3 警告点とは（該当者は通知票の数値に「＊」を付けています）、高校では学年末において「単
位不認定」が予想されることを、中学では学習達成度不足であることを意味します。
4 通知票は学校に返却せず、ご家庭にて保存して頂きます。
5 通知票には、５月末までの出席状況も記載していますので、ご確認ください。
＊なおそれぞれの学年で、担当者からの感想・指針などをまとめた『学年通信』を用意してお
りますので、そちらもご参照ください。

生徒部より
市バス等の乗車マナーについて
市バス等での乗車マナーの悪い生徒の情報が寄せられています。バス停で割り込み乗
車をする、お年寄り等に席を譲らない、車内で大きな声で喋る、鞄を通路に置いて通れなく
なるなどといったものです。市バスや電車を利用して登校しているご子息には、公共のマナ
ーを守れているかどうかご確認いただくとともに、社会の一員としての責任と自覚を促してい
ただくようお願いいたします。

余裕のある早目の登校をお願いします
市バスの延着や満員通過による遅刻者が時々出ています。特に雨の日は利用客が増え、
５～１０分程度の延着や数台の満員通過が西院・北大路・円町などで起こっています。市バ
スについてはこのようなことはよくあることなので、それによる遅刻についてはアクシデント
（Ａｃｃ）扱いは原則としていたしませんので、多少の延着や満員通過があっても遅刻しない
早めの登校をお願いいたします。京都駅からＪＲ利用の生徒へは、平日は京都駅８：０５発の
列車は円町着が８：１３、土曜日は７：５９発の列車は円町着が８：０８となりますので利用しな
いよう周知しています。ご家庭においても早めの列車にご子息が乗れるようにご配慮をお願
いいたします。阪急電車 西院駅 ７時５９分着の電車は利用しないでください。

合羽や折りたたみ傘の準備をお願いいたします
今年度も梅雨の時期となり、雨の降ることが多くなってきています。登校時には雨が降って
おらず、下校時に降ることも少なくありません。そのようなときのために、自転車通学をしてい
る生徒は合羽などを、その他の生徒は折りたたみの傘を教室前のロッカー等に入れておくよ

うにしてください。また、雨降りの際の自転車の運転は、路面が滑りやすく自動車の運転手の
方の視界も悪いことから事故に遭うリスクが高まりますので、いつも以上に安全に注意をはら
い、事故に遭わないようにしてください。

携帯電話に関するルールの周知徹底をお願いいたします
携帯電話の校内持ち込みの許可を受けている生徒は、『携帯電話の校内持ち込み許可
証』に明記されている『禁止事項』を必ず厳守するように、保護者の方からも今一度ご子息へ
のご指導をお願いします。特に、『歩行しながらの操作・通信』が禁止事項であり、電源を入
れることやメールを確認することも操作であるという認識が薄い生徒が多くいるようです。歩
行中の携帯電話の『ながら使用』は危険でもあり、周りの歩行者や自転車の迷惑ともなります
ので、日頃から携帯電話等の操作や通話をする場合は道路わきの安全なところに立ち止ま
ってするようにさせてください。また、チェーンメールや迷惑メールとともに通学時のゲーム
利用も禁止しておりますので、ご子息の携帯電話の使用状況には十分に配慮していただき、
ご自宅におかれましても不適切な使用や勉学に支障をきたすような度を越した使用等がな
いようご注意いただきますようお願いいたします。

落し物・忘れ物対策として記名をお願いいたします
生徒部へ届けられる拾得物と、落し物・忘れ物の問い合わせがたくさんあります。その中
には財布・時計・携帯電話などいわゆる貴重品に該当するものも少なくありません。まずは自
分の物品（特に貴重品）の管理には十分注意をはらうようご子息にご指導いただくと同時に、
記名できるものには全て記名していただくようにお願いいたします。

カウンセラーより
今年度、何年かぶりに担当する教科の教育実習を受け持つこととなり、中学生の時に私が授
業を担当した卒業生を、実習の先生として迎えました。中学の授業から実に約 10 年ぶりの再会
でしたが、スーツを着てネクタイを締め、打ち合わせなどにきちんとした対応する姿をみていると、
中学・高校・大学といった時期が人をいかに成長させるのか、実感しました。また洛星の建物や
雰囲気をとても懐かしがっているようすをみて、「母校」という意味を深く考えています。
中学・高校生活は、時間としては 6 年間というわずかな期間ですが、人生にとって貴重な時間
や空間であり、この大切な学校生活を少しでも支えていきたいと思います。
カウンセリングルームでは、平素から相談の機会をもうけております。校務のため直ちに対応
できないこともありますので、まずは以下にご連絡をお願いいたします。おりかえしご連絡を差し
上げます。
カウンセリングルーム
直通電話

075-464-8502 留守番電話が対応することがあります。

事務所受付 075-466-0001 呼び出しまたは伝言をお願いします。

教育部より
５月１６日、文部科学省より「高大接続改革」の進捗状況が公表されました。大学入学選抜に関
する改革の柱として現行の大学入試センター試験に代えて「大学入学共通テスト（仮称）」を実施
することが示されました。テストの目的としては「知識・技能」の評価に加えて、それらを使いなが
ら「思考力・判断力・表現力」についての評価を行うというものです。大まかに概略を示しますと、
① 実施開始年度：現在の中学３年生（64 期生）が高校３年生になる 2020 年度から
② 実施時期：１月中旬のうち２日間
③ 出題形式：「国語」「数学Ⅰ・数学Ａ」についてマーク式に加えて記述式を導入し、他の
科目は従来通りのマーク式
④ 英語：４技能（読む、書く、聞く、話す）を適切に評価するために民間業者の検定試験を
活用することを検討する、
という内容というものでした。今後６月末までをめどに、高大接続改革の最終報告がなされると
いうことですので変更や新しい情報があることをお含み下さい。
なお、本校の教育活動としては従来通り授業を中心とした学習活動の中で知識、技能、思考
力、表現力、判断力を身につけることに変わりはありません。その礎の上にさらなる思考力、表
現力、判断力の上積みを目指したいと考えております。また現中学３年生が受験期を迎える高
校３年生においては今回の改革をにらんだ対策なども行いたいと考えております。
今後とも本校の教育活動にご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。

活動部より
クラブ活動等における表彰
中学囲碁将棋

第４６回 京都少年王将戦

優勝

（中３）

第３位

（中３）

第７０回 京都府高等学校総合体育大会
水泳部

男子１５００M 自由形

バドミントン部 第３位

第３位

（高Ⅲ）

（高Ⅱ）

柔道部

男子団体第３位

（高Ⅲ 3 名，高Ⅱ 3 名）

弓道部

男子団体第２位 （高Ⅲ 1 名，高Ⅱ 3 名，高Ⅰ 2 名）

「赤ちゃん講座」 乳幼児さんご家族募集のお願い
家庭科では、今年も中学3 年生の保育分野の学習として、上京児童館・たかつかさ児童館・地
域の民生委員さんとともに“京都市中高生と乳幼児との交流事業”を行います。
いのちの大切さや育児について学び、コミュニケーション力をつけることを目的としています。実
行委員の生徒が司会進行し、グループで楽しく交流します。オーケストラ部有志の演奏や手遊
びなどもあります。乳幼児さんご家族のご参加・ご協力よろしくお願いいたします。申し込みは以
下のように上京児童館で一括して行っております。
２０１７年７月１日（土） 第１０回「赤ちゃん講座」
＜日時＞

ＡＭ１０：３０～ 講演「大切ないのち」出張助産師 大田祐子先生
ＡＭ１１：２５～ 交流会

※乳幼児さんご家族の集合時間はＡＭ１１：００です。
＜場所＞ケルブ講堂
＜申し込み・問い合わせ先＞
京都市社会福祉協議会 上京児童館 ＴＥＬ075-464-4815 留守電・ＦＡＸ075-464-4879

生徒募集関連行事
受験生およびその保護者の方々のために、下記の行事を開催する予定です。お知り合いの
方で、本校への入学を希望、検討されている小学生およびその保護者の方がおられましたら、
ぜひご紹介・ご案内くださいますようお願いいたします。

＊ 私学フェアＫＹＯＴＯ （京都府私立中高連合会主催）
６月１８日（日）午前１０時～午後４時３０分

於 みやこめっせ（岡崎公園）

＊ 学校見学会 （本校を受験する児童および保護者対象）
７月２２日（土）午前１０時～・午後２時～、７月２３日（日）午前１０時～
８月２０日（日）午前１０時～・午後２時～

計５回設定

見学会の参加は本校ホームページにて WEB による予約申込が必要です。

＊ 京都府私立中学高校展 （京都府私立中高連合会主催）
９月２日（土）・３日(日) 午前１０時～午後５時

於 みやこめっせ（岡崎公園）

＊ ２０１８年度洛星中学校入学試験説明会
１０月７日（土）午後２時／１０月８日（日）午前１０時・・・両日同内容 申込不要

＊ 京都西地区合同学校説明会 （京都府私立中高連合会主催）
１０月２８日（土）午前１０時～午後１時

於 ガレリヤかめおか（亀岡市）

＊ オープンスクール
１１月１１日（土）午後

詳細は NEWSLETTER No.６でお知らせする予定です。

教育協力会より
５月２７日の教育協力会総会・懇親会には、多数のご参加を頂き、ありがとうございました。

＊ ヴィアトール・バザーへの寄贈品のお願い
・ 金曜宗研の皆様とともに、毎年９月の文化祭２日目の土曜日に催しています「ヴィア
トール・バザー」に向け、出品物のご寄贈をお願いします。
・ リサイクル制服の寄贈は、本日（保護者会）は図書館前で受付けています。

＊ ベルマーク・インクカートリッジ等回収のお願い
・ 学園の教育設備拡充のため、ベルマークの収集をしています。ご家庭でベルマー
クを集め、お届けくださいますようお願いします。
・ 回収箱は中央棟２階の職員室前に設けています。本日（保護者会）は図書館前でも
回収しております。
・ ベルマークは、毎年秋に中１保護者有志の方々が整理いたします。（後日、ご案内
いたします。）
・ EPSON・Canon 両社のプリンタ用使用済みインク・カートリッジも回収しています。職
員室前の「カートリッジ専用回収箱」にお入れください（両社共用）。
・ 牛乳パックやジュースの紙パックの底や側面に「テトラ社」のマークのついたものも
回収しています。パックを開いて、洗って、乾かしてから回収箱に入れてください。
（ベルマークのついたテトラ社の紙パックは、ベルマーク部分は切りとってベルマ
ーク回収箱に入れてください。）
・ 保護者の方がお持ちくださる場合は、１階事務室でも受けつけております。
※ これらは、年間を通じて回収しております。

６月 中 旬 ～７月 中 旬 行 事 予 定
６月

１６日（金） 中学２年・３年・高校１年・３年漢字検定、特別編成授業
ヴィアトール会総長歓迎集会
１７日（土） 中学１年～高校２年 特別編成授業（中学３年校外学習）
１８日（日）～２３日（金） 高校２年 研修旅行(北海道)
２１日（水） 中学生徒会行事（中学授業なし）
２３日（金） 高校１年 特別編成授業（７限）
２４日（土） 中学 平常授業、中学１年保護者会（４限）
高校２年 代休、高校１年・３年 生徒休業日

２８日（水）
３０日（金）
７月
１日（土）
５日（水）～ ７日（金）
８日（土）
１１日（火）～１８日（火）
１３日（木）
１５日（土）
１８日（火）

中学３年特別編成授業、中学３年平和人権講座
中学３年特別編成授業
中学３年特別編成授業、中学３年 赤ちゃん講座（３・４限）
中学１年 合宿 （アクティプラザ琵琶（滋賀県高島市））
中学１年・高校２年生徒休業日
特別編成授業
高校２年・３年 演劇団体鑑賞（京都こども文化会館）
生徒休業日
合同終礼

○第５号は７月１１日頃発行予定です。
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