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※物ではなく、人を借りる競技です 

海の星        浜松海の星高等学校通信 2016年度 No．7  

Ｈ28．9．30 発行 

 

 理事長挨拶             浜松海の星女学院理事長 北脇保之  

3 年生にとって、自分の進路を掴み取るための試練が本格化してきました。大学の AO 入試など

の面接の様子を聞くと、改めて人間としての総合力が問われていると感じます。初めて会う、大抵

は男性の大人からの、時には圧迫的な面接に負けずに対応する力は、付け焼刃で身に付くものでは

ありません。生徒たちはどうしても同世代の世界ばかりを意識しがちですが、日頃から家庭や学校

で大人から学ぶ（反面教師としての場合を含めて）姿勢を持つことが大事です。 

 体育祭 結果報告 －9月 28 日（水）― 

 天候に恵まれたとは言い難い天気の中での開催となりましたが、生徒の日頃の行いの 

おかげか時折雲間から太陽が顔をのぞかせるほど熱い一日となりました。 

昨年、準備しながらも雨で行えなかった新種目「借り※者競争」「ペア障害物競走」も、生徒はも

ちろん来賓の皆様や保護者の皆様にも楽しんでいただくことができました。生徒は各競技で自分の

力を出し切りながら、クラスの仲間の応援にも力を尽くし団結力や絆を深めました。ご来校いただ

いた保護者の皆様、温かいご声援をいただき誠にありがとうございました。 

〔総合〕  ♕１位 ３年竹組  2位 １年梅組 ３位 ２年梅組 

〔応援合戦〕♕１位 松組  2位 梅組  ３位 竹組             

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  －１０月４日（火）３学年・７日（金）１学年・２８日（金）２学年－  チャペルアワー

１年生「カトリック教会を知ろう」：カトリック浜松教会（中区富塚町）への訪問 

２年生「私と神様と私たち」：カトリック百合ヶ丘教会の鈴木真神父の講和 

３年生「人とのつながり」：カトリッククラレチアン宣教会の増田健神父の講話 
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 ２年生修学旅行の日程 ―10月３日（月）～10月７日（金）沖縄平和学習― 

10／3 

（月） 

学校から貸切バス（10：00）→富士山静岡空港（13:15 発）→那覇空港（15：45 着）→

ホテル（荷物を預ける）→国際通りにて夕食→ホテル（20:00着/泊） 
２連泊 

ホテルオーシャン

（那覇市安里） 10／4 

（火） 

【平和学習】ホテル（8:30 発）→ひめゆり平和祈念資料館にて平和講話（９:15～）

→轟壕・アンディラガマ→平和祈念資料館・摩文仁の丘→国際通りにて夕食 

→ホテル（20:00着/泊） 

10／5 

（水） 
【終日タクシー班別研修】ホテル（8:45発）→班別研修→ホテル（16:45着/泊） 

 

2連泊 

ホテルゆがふいん

おきなわ 

（名護市宮里） 

10／6 

（木） 

【終日コース別体験学習】ホテル（8:45～9:00 発）→①マングローブ観察・カヌー

体験・マリンクラフト・ビーチ散策／②比地大滝トレッキング・マイ箸作り・やんばる自

然館見学／③伝統菓子作り・スノーケリング／④美ら海水族館・ドルフィンガイドツア

ー・ジェルキャンドル作り→ホテル（16:15～45頃着/泊） 

10／7 

（金） 

ホテル（8:30発）→首里城公園→那覇空港（13:25発） 

→富士山静岡空港（15:40着/16:20発）→貸切バスにて学校着（18:00頃） 

 

 2016年度 後期生徒会執行部・末広会役員紹介 

＜生徒会＞ 会長   山下 紗輝（２竹） 

副会長 木村 美友（２竹） 松尾 凜子（１松） 

書記・会計  濱崎 雛子（２竹） 岡田 望乃茄（１松） 

広報   中川 彩（２松） 鈴木 杏美（１梅） 板東 沙綺（１梅） 

＜末広会＞ 会長   中野 瑛子（２菊） 

班長 三幸の園訪問班：堤 如月（２竹）  聖隷厚生園訪問班：堤 彩乃（２竹） 

静光園訪問班：金子 沙矢茄（２梅）  ｸﾘｰﾝ・ｴｺﾛｼﾞｰ班：中野 瑛子（２菊） 

 

の行事予定   

TEL：（053）454-5376  FAX：（053）453-4719 
       学校ホームページ「http://seisei.uminohoshi-h.ed.jp/」 

１ 土 
授業日  

2年生新体力テスト（3・4時限） 

１０ 月 【体育の日】 

1２ 水 ≪委員会≫ 

３ 月 2年生修学旅行出発（～１０/７（金）） 
1５ 土 

授業日 ［AM］3年生 PTA評議委員会 

［PM］保護者対象理事長･校長と語る会 

４ 火 

１年生新体力テスト（3・4時限） 

3年生チャペルアワー 

［LHR］携帯マナー講座 
1７ 月 塾対象学校説明会 

５ 水 
1年生特進コースキャンパスツアー 

3年生新体力テスト（3・4時限） 

１８ 火 中間試験（～１０/２０（木）） 

２１ 金 第２回漢字検定 

７ 金 
１年生チャペルアワー 

3年生保育ふれあい体験 

２２・２３ 土日 あしなが学生募金（希望者） 

２６ 水 ≪全校集会≫ 

８ 土 
進研駿台記述模試 

（３年生特進コース＋希望者） 
２８ 金 

面談週間（４５分短縮授業 ～１１/４（金）） 

2年生チャペルアワー 

９ 日 第２回英語検定（１次） ２９ 土 授業日 

体育祭当日の様子は、学校ＨＰでも公開してい

ます。是非ご覧ください。 

★冬服着用期間：10 月 1 日～5 月 31 日（前後 10 日間はどちらでも可） 

http://1.bp.blogspot.com/-6OnszobjJpE/UaKfJsrLdMI/AAAAAAAAT1A/jRjsK5XQKEM/s1000/star.png
http://seisei.uminohoshi-h.ed.jp/
http://www.material-land.com/view__1305__0.html
http://www.material-land.com/view__1305__0.html
http://1.bp.blogspot.com/-6OnszobjJpE/UaKfJsrLdMI/AAAAAAAAT1A/jRjsK5XQKEM/s1000/star.png
http://1.bp.blogspot.com/-6OnszobjJpE/UaKfJsrLdMI/AAAAAAAAT1A/jRjsK5XQKEM/s1000/star.png
http://1.bp.blogspot.com/-6OnszobjJpE/UaKfJsrLdMI/AAAAAAAAT1A/jRjsK5XQKEM/s1000/star.png
http://illustcut.com/box/map/todoufuken/simple/okinawa.png
http://1.bp.blogspot.com/-cNBEVTutTUs/VJF-d3-6LUI/AAAAAAAAprY/VW16iOSqcjY/s800/building_syurijou.png


3 

 

 

✎生徒部より                       生徒部長  鬼石勇樹 

２学期がスタートして、1 ヵ月が過ぎました。生徒の登下校、授業、掃除などの様子を見ている

と１学期に比べて、気の緩みが表に出ているように思います。「制服を正しく着用すること」「朝は

時間に余裕をもって登校すること」「提出物の期日を守ること」など改めて注意喚起をしますが、

ご家庭でもご息女の制服姿や家庭学習の様子などを見ていただき、ご指導をお願い致します。 

お知らせ 静岡県警察本部から「改正道路交通法の施行に伴う免許制度の変更」の通知がありまし

たので、下記の内容についてご確認をお願い致します。 

記 

１．改正内容 

  準中型免許の新設に伴い、普通免許で運転できる車両の大きさが施行日前後で変更される。 

 免許取得日の違いにより、次のような差異が生じます。 

免許取得日 車両総重量 最大載積量 

平成 29年 3月 10日（金）以前 ５ｔ未満 ３ｔ未満 

平成 29年 3月 13日（月）以降 ３．５ｔ未満 ２ｔ未満 

２．就職等への影響 

  就職時に企業からの採用条件として、「普通免許の取得」が条件となっている場合は免許制度

改正前後で運転できる車両の大きさが異なるため、就職先企業で必要とする車両の大きさを事前

に把握しておく必要があります。 

※右の画像がいわゆる２ｔトラックです。改正前の免許であれば「普通 

免許」で運転可能ですが、改正後は新設される「準中型免許」を取得 

しなければ運転できません。 

✎進路部より                       進路部長  佐藤大介 

３年生の保護者の皆様にご連絡します。10 月になると、指定校推薦や公募推薦等の出願が始まり

ます。切手の貼り方、宛名書きの「御中」・「簡易書留」の意味などを知らない生徒もいますので、

記載ミスや提出期限の確認と併せてサポートしていただくようお願いいたします。また、これから

受験料のほかに、交通費・宿泊費、合格が決まれば即、入学金も必要になります。その後も、年度

末あたりからは授業料や下宿費用等が必要になります。早目に「お金の工面」をしておいていただ

くようにお願いいたします。一般受験をするご家庭においても「どんな大学を、何校受験するのか」

という受験計画について、ご息女と十分話し合いをしておいてください。その際に、各学校の合格

発表日と入学金支払期日も考慮に入れていただくようにお願いいたします。 

１･２年生の保護者の皆様にご連絡します。９月２日（金）に行なった実力テストの結果について

ですが、特別進学コースの生徒には９月の中旬に配布しました。総合進学コースの生徒には、10

月初旬に配布する予定です。成績表には「学習到達ゾーン」という欄があり、そこには「Ｓ３」と

か、「Ｃ２」などのアルファベットと数字が記載されています。見方は、下記の通りです。（学校

の難易度は学部によって異なります。目安としてご覧ください。） 

Ｓ１～Ｓ３：難関国公立・難関私立大学レベル 

（Ｓ１…東京  Ｓ２…一橋、慶應、早稲田、国際基督教  Ｓ３…名古屋、上智、立教、同志社）    

Ａ１～A３：地元国公立・私立大学レベル 

（Ａ１…千葉、青山学院、明治、立命館  Ａ２…静岡県立、南山  A３…静岡、静岡文化芸術） 

Ｂ１～B３：中堅私立大学レベル、看護医療系専門学校レベル 

（B１…愛知、愛知淑徳、金城学院 B２…聖隷クリストファー、常葉 B３…日本福祉、浜松市立看護） 

担当者からのメッセージ 
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C１～C３：地元私立大学・短期大学レベル、専門学校レベル、地元企業就職レベル 

（C１…名古屋商科、浜松学院短期  C2…静岡産業、静岡英和学院短期  C3…浜松医療学院、

浜松歯科衛生士） 

D１～D２：大学・短大チャレンジレベル、専門学校レベル  (D１…浜松医療福祉) 

D3   ：基礎・基本養成レベル 

この「学習到達ゾーン」は、本校で実施する実力テストすべてに対応しています。今後の模

試においても、ご息女の学力を把握したり、進路を考えたりする際の参考となさってください。 

 

✎ＴＯ１学年                         １学年主任 土井則子 

本校は清掃を教育の一環とみなし、創立当初から学校生活に掃除時間を設けております。校舎内

外を全クラスで分担し、毎日使用する教室、廊下、階段はもちろんのこと特別教室、応接室、トイ

レ等も清掃にあたっています。トイレを掃除するのが初めてだという生徒も多く、トイレ用ブラシ

の使い方、便器の拭き方、流し台の磨き方にいたるまで指導します。かくいう私も○十年前（！？）

本校に在学していた当時、某女性教師にトイレ掃除の手ほどきを受けました。その後、その厳しい

指導のお蔭で大学時代のバイト先で思わぬ称賛を受けたことがありました。トイレ掃除を勤務初日

でおこなったところ、高く評価していただき、バイト代アップに！掃除機ロボット、ルンバが床を

回転する時代でも、人の目で見、確認し、手で拭いた清掃に勝るものはないのではないでしょうか？

ご家庭内においても、ご息女に積極的に掃除の手伝いをするよう、お声掛けをお願いいたします。 

✎ＴＯ２学年                        ２学年主任 鈴木富美子 

少し前、ある卒業生に会う機会がありました。今は元気の良いふたりの男の子の育児に大忙しの

彼女ですが、庭に花壇を手作りしてくれるような左官の職人さんと結婚しました。彼はお風呂に入

ったときに必ず最後に水を落とし、室内をすべて雑巾できれいに拭き上げてからあがるそうです。

こうしておくと風呂が清潔になるだけでなくかびずに長く使えるからです。これは中学を卒業して

すぐに弟子入りしお世話になった親方の教えでした。住み込みで技術を磨く昔ながらの職業ですか

らしきたりも多く、一日の汗を流すのもきっと最後だったのでしょう。風呂だけでなく日常生活で

始末をする習慣が身についていて、合理的な知恵がいっぱいあるのだと彼女は感嘆していました。 

 本校のゴミ集積場は駐輪場の横にあり、毎日掃除の時間に校内のいろいろな場所から生徒たちが

ゴミを持ってやってきます。先日集積場に行ってみると、消臭剤の缶や研磨剤の容器、制汗スプレ

ーの容器などがたくさん並んでいました。中身を捨てて片付けようと思いましたが、毎日集積場の

面倒を見て下さっている事務の方に「中身を流すのは結局水を汚すことになるので気が引ける」と

言われてハッとしました。始末をきちんとして最後まで使い切ることができていないのです。私た

ちは効率の良い便利な生活を享受しています。でも本当に豊かに生活するにはもっと物を大切にし

なければいけないのではないか、と思ったできごとでした。 

✎ＴＯ３学年                         ３学年主任 砂子幸弘 

2 学期が始まって 1 カ月が過ぎようとしています。進路では AO 入試がすでに始まり、幸いにも

受験許可を得られた者、また残念な結果に終わった者など様々です。そして指定校推薦を希望する

者も校内選抜の後、校長先生との面接を経て受験校が決まりました。受験シーズンはまだ始まった

ばかりです。これから受験する生徒、再チャレンジする生徒も今の自分の良いところが全部だせる

ように祈っています。ご家庭でも大変だと思います。不安定な精神状態の娘が 1 人いるだけで重苦

しい雰囲気になってしまいますが、本人にとって当たるところは親御さんしかいないのです。また、

この時期には就職希望者は、夏休みの職場見学の後に受験企業が決まったほとんどの者が入社試験

を終えています。9 月中には結果がでます。この 2 学期は大学または会社と自分との適性を考える

など自分自身と向き合う時期でもあります。健闘を祈っています。 
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