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海の星      浜松海の星高等学校通信 2016年度 No．５  

H28．7．22 発行 

 

 理事長挨拶             浜松海の星女学院理事長 北脇保之  

 去る７月１０日、選挙権が満１８歳に引き下げられて初めての参議院選挙が行われました。

これからの時代を長く生きる若い人たちに選挙権を広げることは、大変大きな意義があります。 

政治は誰の人生にも大きな影響を与えるものですから、若い人たちも、選挙権という貴重な権

利を自分自身の考えで有効に使ってほしいと思います。日頃の勉強も、政治や社会に対し自分

の考えを持てるようになることを目指して取り組んでほしいと願っています。 

 校内 Sports Day 試合結果 ―7 月 12 日（火）開催― 

〔ｱｰﾑﾚｽﾘﾝｸﾞ〕 １位:３年竹組 2 位:２年竹組 ３位:１年梅組  

〔卓球〕    １位:３年梅組 2 位:３年竹組 ３位:１年竹組 

〔サッカー〕  １位:３年竹組 2 位:２年蘭組 ３位:１年梅組 

〔ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ〕 １位:３年竹組 2 位:１年蘭組 ３位:１年梅組 

〔ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ〕  １位:３年蘭組 2 位:２年蘭組 ３位:２年梅組 

 

 

 夏期休暇を迎えるにあたって ～休暇中の諸注意～     生徒部長 鬼石勇樹 

 本日の 1学期終業式で生徒には夏期休暇中の諸注意をいたしました。過日、7月 10日に投開

票された参議院通常選挙では、選挙権が 18 歳に引き下げられ、高校生も責任ある 1 票を投票

する権利を得ました。これからは、高校生だけの狭い枠組みの中だけではなく、今まで以上に

政治や経済など社会全般に興味関心を持ち生活していくことが求められます。この夏期休暇中

には、選挙権を（今後）持つ高校生として、これからの生活についてご家族でお話しする機会

をつくって頂きますようお願いいたします。 

この夏期休暇がご息女にとって、健全で有意義な休暇であることを願い、下記に注意すべき

事項を挙げておきます。 

✾スマートフォン・携帯電話の使用は、２２：００以降自粛する。 

✾規則正しい生活、計画的な学習を生活の柱とする。 

✾家族と過ごす時間を大切にし、家族の一員としての役割を果たす。 

✾公共の場ではマナーを守り、高校生として相応しい身嗜みや言動をとる。 

✾外出したら安全のために 20 時までに帰宅する。 

✾交通事故の被害者にも加害者にもならないように、交通規則・マナーを必ず守る。 

✾気軽に友人宅に泊まらず、高校生にとって不健全な場所へは出入りしない。 

✾アルバイトはクラス担任に連絡し、学校長の許可を得て行う。 

✾どんな場合も飲酒、喫煙、薬物使用は絶対にしない。 

✾髪を染めたり、脱色をしてはいけない。 

なお、ご息女に何かありましたら学校（４５４-５３７６）に連絡をしてください。 

http://www.material-land.com/view__1305__0.html
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 夏期休暇中の課題 

✍１学年 総合進学コース（梅･蘭･菊･竹組） 特別進学コース（松組） 

国語 

①「論理エンジン OS１」最後まで 

②「論理エンジン誌上講義 OS１＋OS２」最後まで 

※講義編で、問題編の答え合わせまで行うこと 

①「論理エンジン誌上講義 OS１＋OS２誌上講義」 

最後まで 

②「基本の古典（古文・漢文）ステップ１」テキスト 

 本書Ｐ４～２５ トレーニングノートＰ４～２３ 

数学 「数学の研究･数学Ⅰ標準編α」 授業担当者より指示 

英語 

①「Watching Joyful」 

②コーパス 4500 のチャンク語句暗記 

 ※課題テストあり 

①「Watching News」  ②「Crossbeam BⅠ」 

③コーパス 4500 ※確認テストあり 

④ベストアベニュウ（文法書）指定範囲  

※課題テストあり 

理科 
①「基本ノート化学基礎」 

②「演習ノート生物基礎α」 ※課題テストあり 

①「演習ノート化学基礎α」 

②「演習ノート生物基礎①」 ※課題テストあり 

地歴公民 [世界史] プリント  [世界史] プリント ※課題テストあり 

情報  「学習ノート」第３章･第４章 

学年共通 
①[じぶん未来ＢＯＯＫ]記入シート   ②「文理科目選択」ワークシート   

③９月実力テスト課題 ※答え合わせまで行うこと ④オープンキャンパス報告書（１校以上参加すること） 

 

✍2 学年 総合進学コース（梅･蘭･菊･竹組） 特別進学コース（松組） 

国語 

文（梅･蘭･菊組）①「論理エンジン」 

②教科書 P335「江雪」、P337「送元二使安西」、

P338「春望」の本文写し、書き下し 

理（竹組）①「論理エンジン OS３」最後まで 

②「論理エンジン誌上講義 OS３」最後まで 

③古文助動詞プリント  ④1 学期の復習音読練習 

⑤2 学期の予習課題 

①「論理エンジン」 ②「ＬＴ現代文」要約プリント 

②「読解トレーニング古典の演習 基礎力養成編」  

 古文編…１～５、漢文編…１６～２０（P34～P43） 

③「体系古典文法」 

 ※授業担当者から指示があった範囲を解く 

④漢文書き下し練習プリント 

⑤これまで学習した範囲の音読練習。 

数学 
文（梅･蘭･菊組）問題集 

理（竹組）問題集数学Ⅱα 
ニュースコープⅡＢ・数ⅠＡの総合問題プリント 

英語 

①「The History of OKINAWA」  

※課題テストあり 

②動詞の不規則変化表 

①「The History of OKINAWA」※課題テストあり 

②「NEWSBREAK」 

③その他授業で指示した課題 

理科 

演習ノート物理基礎α 

理（竹組）[生物選択者]セミナー生物基本問題 

[化学選択者]プリント 

演習ノート物理基礎α 

[生物選択者]セミナー生物基本問題 

地歴公民 
[日本史選択者] 新日本史研究ノート 

[地理選択者]  プリント 
「日本史 50 問確認テスト」 

家庭基礎 ホームプロジェクト （全クラス共通） 

学年共通 ①学習・進路ノート  ②修学旅行事前課題  ③オープンキャンパスシート 

 

✍3 学年 総合文系（梅・蘭･菊組） 総合理系（竹組） 特別進学コース（松組） 

国語 敬語プリント  
①「論理エンジン 大学入試必須編 第Ⅰ期」 

②「論理エンジン 大学入試必須編 第Ⅱ期」 

数学 授業担当者より指示 授業担当者より指示 授業担当者より指示 

理科 
 

生物第 11・12 章レポート 
[生物選択者] ①第 11・12 章レポート 

       ②セミナー生物基本問題 

地歴公民 [地理選択者]レポート 文 税に関する高校生の作文 

TEL：（053）454-5376  FAX：（053）453-4719 

学校ホームページ「http://seisei.uminohoshi-h.ed.jp/」 部活動の夏のスケジュール等、随時更新中! 

※他の教科についても担当者から指示が出ている場合があります。必ず確認してください。 

http://seisei.uminohoshi-h.ed.jp/
http://www.material-land.com/view__1305__0.html
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“教員紹介最終回”となる今号は、１学年担当者からの言葉です。   （〔
   

  〕内担当教科） 

１学年 学年主任 土井
ど い

則子
の り こ

〔ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ〕        担当クラス：１学年全クラス 

日本舞踊部の顧問をしています。県下唯一の部活動。海の星に来たからこそ学ぶことができる課

外活動です。本校第 1 回卒業生、岩井流師範、杉村先生の指導のもと踊りの稽古に励んでいます。

外国人留学生と共に日本の伝統文化はもちろん、浴衣・着物の着付けも学ぶことができる部活動で

す。初心者、兼部、年度途中からでも部員を受け付けていますので、保護者の方々からもぜひ、ご

息女にお声掛けをお願いします。 
 

１学年 梅組担任 白畑
しらはた

 霞
はるか

〔世界史･日本史〕 担当クラス：１年梅･蘭･菊･松組、３年竹組 

〝Fake it till you make it！"（出来るようになるまで出来るふりをし続けろ！）自信がなく

なった時に思い出すようにしている言葉です。なりたい自分を演じ続けていると、いつしかそれが

本当の自分になっています。変わるんだという強い気持ちと演じ始める勇気があれば、人は変われ

ると信じています。本気で変わろうとする人を本気で応援します。よろしくお願い致します。 
 

１学年 蘭組担任 伊藤
い と う

大介
だいすけ

〔保健･体育〕 担当クラス：１・２学年全クラス 

最近、メンタリスト DaiGo さんの本にはまっています。その中の言葉を 1 つ紹介します。「努力

の苦しみは一瞬で終わるが、努力の成果は一生続く。その一瞬を積み重ねることで、あなたの一生

の財産となる」。勉強も部活動も、続けることでしか、得られないことがあります。高校生活が一

生の財産となるように応援します。今年度もよろしくお願いします。 
 

１学年 菊組担任 伏見
ふ し み

 萌
めぐみ

〔現代社会･日本史〕 担当クラス：１学年全クラス、3 年梅･蘭･松組 

生徒会執行部、広報を担当しています。「ベリタスプラザ」へのご協力ありがとうございました。

2学期は「体育祭」「合唱コンクール」と、クラスの団結力を深める生徒会行事があります。得意不

得意に関わらず、一生懸命励む姿に感動する行事でもあります。執行部という縁の下の力持ちを、

精一杯サポートしていきたいと思います。ご息女の活躍に、ご期待ください！ 
 

１学年 竹組担任 今泉
いまいずみ

孝夫
た か お

〔数学〕   担当クラス：1 年梅～竹組、2 年松組 

「夏休みの時間をうまく使える人は受験を成功に導く」と言われるように、暑い夏休みをどのよ

うに過ごすかが受験の成功に大きな影響を及ぼします。４０日間ほどの夏休みは、得意科目を作り

出したり、苦手科目に挑戦して克服するには絶好のチャンスです。自分にあった無理のない計画を

立てて、自分の進路を実現させるジャンプ台をつくりましょう。 
 

１学年 松組担任 Bradley
ブ ラ ッ ド リ ー

 Roden
ロ ー デ ン

〔英語会話〕 担当クラス：１～３学年全クラス 

中学校で３年間勉強したはずなのに「英語できない」という声をよく聞く。実は「できない」じ

ゃなくて「しない」。９割以上の日本人が「対人恐怖症」。バス停で一緒に待っているおばさんに「い

い天気ですね」とは言えないだろう。日本語でできないことだったら、当然英語にもできない。コ

ンビニの店員さんに大きい声で「この４点お願いします」と夏休み中言ってみてください！できる

ようになったら、英語うまくなるよ！  

１学年 学年付 清水
し み ず

明子
あ き こ

〔国語総合･古典〕       担当クラス：１年松組、３年竹･松組 

教務係としてご連絡します。1年生は、9月下旬に来年度に向けての教科・コース選択調査をし

ます。例えば、大学受験時に理科の専門教科が必要ならば、2年次に理系を選択しなければ対応で

きなくなります。このように重大な選択ですから、夏休みに、親子で、受験科目も含めて将来の目

標について話し合っておいていただきたいと思います。（教育課程表は高校生活の手引き 15ページ

をご参照ください。） 

保護者の皆様へメッセージ  ―１学年の担当教員より― 

 

本校の夏期休校日：８月１１日（木）～２１日（日） この期間は校舎等を施錠します。 

 

http://www.exblog.jp/blog_logo.asp?slt=1&imgsrc=201009/18/66/c0194866_11423194.jpg
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１学年 学年付 小笠原
お が さ わ ら

祥子
し ょ う こ

〔生物基礎･理科演習〕 担当クラス：１学年全クラス、3 年竹組 

総務として、学習環境の整備や行事予定の取りまとめ、式典の運営などを行っています。終業式

で夏期休暇予定表を生徒に配布しますので、学校閉鎖期間などをご確認ください。夏期休暇中、第

2 校舎は工事のため立ち入り禁止となります。工事車両が出入りしますので、面談などで来校され

る際には十分お気を付けください。  
１学年 学年付 今田

い ま だ

裕子
ひ ろ こ

〔養護教諭〕  

保健室で生徒の心身の健康を見守っています。元気な時でも、元気がないときでも気軽に立ち寄

れる場所を提供したいと思い、生徒と共に日々を過ごしています。保健室が生徒にとってリフレッ

シュできる場所となり、「また頑張ろう！」となれるような心身のサポートをしていきたいと思っ

ています。また本校にはスクールカウンセラーもおりますので、お困りのことがある際には、保護

者の皆様もぜひ保健室、相談室ともにご活用ください。 
 
 

✎ＴＯ２学年                        ２学年主任 鈴木富美子 
2年生の 1学期ももうすぐ終わります。ベリタスプラザの HR展やクラス対抗のスポーツデーを通

して新たな顔ぶれのクラスメートの人となりも互いに分かってきて、それぞれのクラスカラーが出

てきていると感じています。 

先日、英語の授業でオバマ大統領のスピーチを生徒たちと一緒に見る機会がありました。原爆投

下は戦争を終わらせるための正当な手段だったという主張が根強いアメリカの現職大統領として

公式に被爆地を訪問するのは簡単なことではなかったはずです。自らの意志で訪問を決め、原爆資

料館で折鶴を寄贈し、『We have known the agony of war. Let us now find the courage, together, 

to spread peace, and pursue a world without nuclear weapons.』とゲストブックに記したオバ

マ大統領の姿、アメリカ人捕虜の原爆犠牲者を調査し遺族に伝える活動をしてきた日本人被爆者の

姿などに生徒たちは真剣に見入っていました。きっと多くのメッセージを受け取ったことでしょう。 

今年の秋、2 年生は修学旅行で沖縄を訪れる予定です。夏休みには沖縄戦などについて考えを深

めるための課題も出ています。自然の美しさに触れ友人との親交を深めると共に、71年前の戦争に

も思いを馳せ、平和を守ることの意義を考える旅行にしてほしいと願っています。ご家庭でも、ゆ

っくりと話す機会を設けていただければ幸いです。 
  

✎ＴＯ３学年                         ３学年主任 砂子幸弘   

先日は参議院選挙がありました。今年度から 18 歳以上が選挙権を持つようになりました。それ

に伴い、授業では選挙について先生方がどこまで教えるべきなのか、と説明に苦労していました。

熱く語り過ぎて特定の党を批判したり応援する結果になってしまわないか気をつけなければいけ

ません。でも大学受験や異性のことしか関心がなかった自分たちの高校時代と比べると、政経の授

業で習った選挙権が、実際に自分が投票できて社会の一員となれるのは少し刺激的なことかもしれ

ません。ほとんど他人事だった政見放送も選挙権が与えられたために少し関心が出てきたことでし

ょう。誰に投票するか、という話題ができて少し会話の時間が増えた家庭もあったと思います。さ

て会話が増えたところでご息女の進路についても、この夏休み中に方向を決めてください。受験勉

強を含めて実りある休暇であることを祈っております。   
✎進路部より                    進路部長 佐藤大介 

「夏は学力が最も伸びる季節であり、最も伸びない季節でもある」と言われています。受験期にあ

る３年生はもちろんですが、すべての高校生にとって当てはまる言葉ではないでしょうか。やろう

と思えばいくらでもやれますし、サボろうと思えばいくらでもサボれるのが夏休みです。つまり、

自律力が個々の伸び率を分けるということです。大切なことは、自分ができる程度の現実的な計画

をたてて、身の回りの環境を整えることなのです。例えば、毎日の学習開始時刻を決めておき、そ

れを家族に伝えておけば、やろうと思っていたときにご飯で呼び出されてやる気を失うということ

もなくなります。あと、知識の定着には面倒ですが反復が必要です。部活動にも学習にも充実した

夏休みを過ごし、９月になって成長した自分に会いにいきましょう。 

３年生へ 指定校推薦の開示は８月２４日（水）です。場所は第１校舎３階廊下に変更いたします。 

２学期最初の登校日は８月３０日（火）です。始業式後、２・３時限目授業、４時限目ＬＨＲがあります。 
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