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海の星        浜松海の星高等学校通信 2016年度 No．8  

Ｈ28．10．31 発行 

 

 学ぶことの意義                 学校長 重信 明利 

わたしたちはなぜ勉強をしなければならないのでしょう。教育を受ける権利があり、義務がある

のはなぜでしょう。 

「わたしの学校の男の子が、ジャーナリストから『タリバンはなぜ教育に反対しているのか』と

質問されたことがあります。男の子はとてもシンプルに答えました。本を指さして、『タリバンは

この本に何が書いてあるか知らないからです』と言ったのです。テロリストは、神様のことを、学

校に通っている女の子をただそれだけの理由で地獄に落とすような、心の狭い保守主義者だと思っ

ているのです。（中略）親愛なる兄弟姉妹のみなさん、忘れてはなりません。何百万もの人が貧困、

不正、無知に苦しんでいます。何百万もの子供たちが学校に通えずにいます。わたしたちの兄弟姉

妹が、明るく平和な未来を待ち望んでいるのです。」 

これは、当時 15 歳のパキスタン出身の少女が 2013 年に国連本部で行ったスピーチの一部です。

彼女はこのスピーチの翌年、ノーベル平和賞を受賞しました。「平和」というものに対する価値観

の違い、それ以前に無学による「神様」に対する偏見が、この世にテロを生み、戦争を生んでいる

というのです。教育を受け、知識人となっても、それが「平和主義者」に繋がるとは限りません。

しかし、そのような人は自ら武器を使う前に自ら論理を展開することはできます。武器で戦う前に

ペンで戦うことができます。沖縄修学旅行で平和学習をする予定の 2 年生に限らず、生徒一人ひと

りが、学ぶことの意義、教育の大切さを、このマララ・ユスフザイの言葉からかみしめてもらいた

いと思います。そして、明るく平和な未来を待ち望んでいる兄弟姉妹のために、存分に勉強して 

もらいたいと思います。 

 合唱コンクールのご案内 ―11 月 5 日（土）9：30～ 本校体育館にて― 

           今年も「感銘度」を評価基準として、理事長・学院長・学校長・ 

副校長・各学年主任による審査が行われます。ご来校の際は、公共 

機関をご利用ください。ご協力よろしくお願いします。 

＊合唱プログラム＊  8:35～準備･練習／9:30～開会式／11:50～閉会式・審査講評（予定） 

No クラス 曲目 No クラス 曲目 

1 3Ｒ 糸 9 1Ｒ YELL 

2 1Ｕ 心の瞳 10 1Ｋ 虹 

3 3Ｔ 絆 11 2Ｍ 蕾 

4 2Ｕ HEIWA の鐘 12 2Ｒ Best Friend 

5 3Ｕ 決意 13 1Ｔ 明日への手紙 

6 2Ｔ いのちの名前 14 3Ｍ 桜の季節 

7 2Ｋ 証 15 1Ｍ 時を越えて 

8 3Ｋ 
あなたへ 

～旅立ちに寄せるメッセージ～ 

合唱部発表 

http://www.material-land.com/view__1305__0.html
http://www.material-land.com/view__1305__0.html
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 チャペルアワーの報告  

毎年 10 月に行われる「チャペルアワー」では、それぞれの学年に合った内容の体験をします。

この行事の大きな目標は、カトリック精神に基づき、しっかりとした人生観を身に着け、よりよき

社会人になるために、自己を知り他者と生きることを学ぶことです。今回は、１年生が体験したチ

ャペルアワーについて宗教部よりご紹介します。 

 10 月 7 日、秋晴れの中、1 年生全員でカトリック浜松教会まで歩いていきました。初めて見る教

会に、多くの生徒が緊張した様子をしていました。信徒の方々から、一連の所作の説明を受けた後、

オルガンが鳴り響く中、一人ひとり厳かな雰囲気の下、席に着きました。外国人の神父様（通訳付

き）から、教会で行われるミサの意義について話があった後、生徒一人ひとりが自分を振り返る時

間が設けられました。神父様により、メッセージの言葉が記された小さな丸い紙が手渡され、同時

に一人ひとり丁寧に祝福の儀が施されました。生徒たちは百余名の生徒全員が終了するまで 

“祈り”を捧げました。この静かな沈黙の中で、生徒たちは様々な思いを抱いたようです。 

以下は、チャペルアワー終了後、生徒が書いた感想文の一部です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

の行事予定 

１ 火 
面談週間（４５分短縮授業 ～４（金）） 

進研模試（１年特進） 

１２ 土 中学生対象 秋のオープンスクール 

１５ 火 ［LHR］クリーン作戦（３年） 

３ 木 

【文化の日】 

進研駿台マーク模試（３年生特進コース＋希望者） 

進研模試（１･２年生特進コース＋希望者） 

１８ 金 物故者追悼式 

１９ 土 授業日 ［PM］勉強自主トレ 

５ 土 ［AM］合唱コンクール ２２ 火 ［LHR］クリーン作戦（２年） 

６ 日 第２回英語検定（２次） ２３ 水 【勤労感謝の日】 

８ 火 ［LHR］分野別ガイダンス（１･２年生総合コース） ２６ 土 中学生対象 秋のオープンスクール 

９ 水 ＜委員会＞ ２９ 火 ［LHR］クリーン作戦（１年） 

１１ 金 第２回日本語検定 ３０ 水 ＜委員会＞ 

✑どんなに辛くても勇気をもってチャレンジすれば一日後悔しないと思うので、自分を信じてがんばっていこう

と思います。 

✑私は今、会話がうまくできない友達がいます。友達が私に伝えたいことを私が理解しきれていなかったり、そ

の子の気分を暗くさせたりします。マリア様のように穏やかな心を持つようにしたいです。 

✑私は特にどこかの宗教を信仰しているわけではないので教会など無縁だと思っていました。前日は抵抗心みた

いなものもありましたが、実際行ってみると思っていたほど宗教の壁はなく安心しました。神父様からの祝福

はとても温かくなるような感じがして好きでした。 

✑チャペルアワーを終えて感じたこと…それは、心を落ち着かせる時間の大切さです。高校に入ってからという

もの、毎日が部活や勉強などで一日があっという間に過ぎていきました。今回、教会という聖なる場所で黙と

うしたり、オルガンを聴いたりして心がとても落ち着き、心身ともにリフレッシュすることができました。 

http://1.bp.blogspot.com/-6OnszobjJpE/UaKfJsrLdMI/AAAAAAAAT1A/jRjsK5XQKEM/s1000/star.png
http://pds.exblog.jp/pds/1/201404/26/30/a0268130_18103552.gif
http://www.material-land.com/view__1305__0.html
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担当者からのメッセージ 

✎生徒部より ―携帯電話マナー教室開催－        生徒部長  鬼石勇樹 

10 月上旬に本校で外部講師を招き「携帯電話マナー教室」を開催しました。本校でも、ほと

んどの生徒が携帯電話（スマートフォン）を学校に持ってきています。今更いうまでもなく、

とても便利な携帯電話ですが、いつでもどこでも自由に使っていいわけではありません。最近

では、スマートフォンの普及に伴った使用マナーの乱れや悪質な犯罪やその被害も社会問題と

なっています。子供たちが、携帯電話によるトラブルに巻き込まれないように、社会全体で子

供たちを守る必要があります。いわゆる「青少年ネット規制法」では、保護者によるフィルタ

リングサービスの申し出を義務付けています。 

ご家庭でも携帯電話の使用マナーやルールに 

ついて話し合う機会をぜひつくって頂きたい 

と思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

✎進路部より                       進路部長  佐藤大介 

３年生の保護者の皆様へ。大学や短期大学の推薦試験が本格化してまいりました。学校では、

希望の出された生徒に対し、面接・小論文指導を行っているところです。ご家庭においてもご

息女をご覧になっていただき、壁にぶつかっているようでしたら、援助をしていただくようお

願いいたします。一般受験を考えているご息女は、推薦試験受験者の合否結果を見聞きするに

つけ平常心を失うことがあるかもしれません。ご家庭では、明るい雰囲気作りを心掛け、安心

して勉強できる環境を整えて頂くようお願いいたします。焦ることなくご息女を見守って頂く

ことが肝要です。ご相談等ございましたら、担任または進路部に気軽にご連絡ください。 

２年生の保護者の皆様へ。１１月５日（土）に、ベネッセの講師による進路講演会を計画し

ております。大学進学に関わる内容が中心となりますが、進学先での学習についての話や、大

学生の就職に関わる話などにも触れる予定となっております。大学も毎年変化していっており

ます。新しい情報が驚くほどのスピードで上書きされていく時代です。ご息女の進学に向けた

最新の情報を入手するためにも、ぜひご参加ください。 

また、１１月８日（火）のＬＨＲでは総合コース１・２年生対象に大学・専門学校から多数

の講師を招いて、分野別模擬授業を実施いたします。進路意識向上のためにも、ご家庭での話

題として触れて頂けるようお願い申し上げます。 

使用マナー・ルールを守らせることが大切！ 

◎歩きながら、自転車に乗りながらの携帯電話の操作は危険です。 

◎本校の携帯電話持ち込みルールは、「校内では電源を切って鞄の中に入れておく」ことにな

っています。 

◎公共の場所では、ほかの人に迷惑をかけないことが、マナーの基本です。 

◎勝手に人を撮影し写真をネット上に公開するのは、「プライバシー権」「肖像権」の侵害です。 

◎ネット上での誹謗中傷・名誉毀損（誰かを傷つける内容や悪口を書く）は、犯罪です。 

◎違法コピーされたデータ（音楽・映像）をダウンロードすることも犯罪です。 

※軽い気持ちや冗談のつもりでやっていることが法令に違反していることがあります！ 

http://www.exblog.jp/blog_logo.asp?slt=1&imgsrc=201009/18/66/c0194866_11423194.jpg
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✎ＴＯ１学年                         １学年主任 土井則子 

学校行事の中に浜松海の星高校を特徴づけるものがいくつかあります。先日行われました「チ

ャペルアワー」もそのひとつです。（チャペルアワーの詳細については同紙面上の「チャペルア

ワーの報告」をお読みください。）思春期において“静と動”を繰り返すことは、人格形成にお

いて非常に重要なことであると考えます。9 月末に行われた体育祭では上級生に混じり 1 年生

の躍動する姿が、そして今回のチャペルアワーでは自分を見つめ他者とのかかわりの中でどの

ように生きていくのかについて、1 年生一人ひとりが真剣に向き合う姿が印象的でした。今回、

ボランティアで教会の説明にあたってくださった信徒の方々から海の星高校 1 年生の態度は大

変すばらしいとお褒めの言葉を頂きました。私たち職員にとっても、日々成長するご息女を預

からせて頂く責務を感じると共にその成長の姿に喜びをかみしめる感謝の時でもありました。 

✎ＴＯ２学年                        ２学年主任 鈴木富美子 

先日、久しぶりによく晴れた日にきれいな夕焼けを見ながらある卒業生のことを思い出しま

した。1 年生の時には遅刻の常習犯だった彼女は、一生懸命だけれどもアンバランスで、何を

やってもなかなか思うように結果が出ないところがありました。2 年の秋、ある日の夕暮れ時

に渡り廊下で行き会うと「先生、私アメリカの大学の舞踊科に行きたいんです」と彼女は突然

切り出しました。「自分はスタイルも良くないし特別な才能もない。でも踊りが好きでどうして

もいきたい。今からでも間に合うだろうか」と。それは静かな、でも決意に満ちた言葉でした。

それからの彼女はレッスンの傍ら寸暇を惜しんで勉強に励みました。いつ寝ているのかと思う

くらいハードな毎日だったはずですが、とても充実した顔つきでした。そして 1 年後、ついに

留学に必要な TOEFL のボーダースコアを超えたのです。「あきらめなくて良かった」と彼女は

話してくれました。今、あの時の彼女と同じように葛藤しながらいろいろなことに毎日打ち込

んでいる生徒たちを見る度に、どんな可能性を秘めているのだろう！と思います。 

2 年生も折り返しを過ぎ、自分のこれからについて真剣に考える時期です。進路を考えるこ

とは自分をきちんと見つめることでもあります。一時的な思いだけで短絡的に決めるのではな

く、これから続いていく自分の人生を思い描きながら、じっくり考えてみてほしいと願ってい

ます。保護者のみなさま、11 月 8 日には分野別の進路ガイダンスを学校で実施する予定です。

ご家庭でも時間を見つけてぜひゆっくり話を聞いていただければ幸いです。 

 

 

 

✎ＴＯ３学年                         ３学年主任 砂子幸弘 

2 学期の中間テストも終わりました。中には推薦入試の準備や AO 入試などがこの時期と重

なり勉強が大変だった者もいると思います。推薦入試はこれからが本番になってきます。面接

や小論文が主な試験内容です。しかし、自分が受ける学校の志望理由がうまく言えない人、自

分が学ぶ学科の内容が理解できていない人がいます。また合格が決まって指導してくれた先生

方に本人がしっかりお礼を言うようにしてほしいものです。先生が指導してくれた内容が質問

されなかったからと報告をしていない者もいたようです。先生方も忙しい中を時間を割いて指

導をしてくれるのですから。そのあたりもご家庭でもう一度お話しくださると助かります。ご

息女皆の合格を祈っております。 

 

TEL：（053）454-5376 FAX：（053）453-4719 

学校ＨＰ：「http://seisei.uminohoshi-h.ed.jp/」 

☛台風 18号の影響により延期になりました修学旅行は、平成 29 年 1 月 15 日（日）～19 日（木）

に日程を変更して実施いたします。［1 月 20 日（金）は代休となります］ 
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