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海の星        浜松海の星高等学校通信 2016年度 No．10  

Ｈ28．12．21 発行 

 

 学校長挨拶                      重信 明利 

皆さん、アドベントカレンダーというものを知っていますか。 

12 月 1 日から 24 日まで一日一つの窓があり、そこを開けると何か絵が描いてあったり、メ

ッセージが書かれていたりする。最近ではそこが空間になっていて、小さなチョコレートが入

っているのもあります。このアドベントという言葉、クリスマス前の 4 週間「待降節」のこと

を言うのですが、もともとは「到来」を意味するラテン語アドベントゥスから来ています。つ

まり、「突然やってくる、思いもかけないことが目の前で起こる」というのが本来の意味なの

です。 

実はこの言葉、英語の「アドベンチャー」の語源で、アドベンチャーとは本来、日本語訳の

「冒険」という言葉が持っているような未知の世界への旅立ちでも、リスクの高いものへの挑

戦でもなく、突然、目の前に出現したもの、あるいは到底予期できるものではなかった出来事

を受け止め、それを理解するために自分自身の殻を脱ぎ捨てること、また、その経験を通して

今までとは違う新しい人間になることを意味していました。 

人間は、これらアドベンチャーを経験するたびに、新しく生まれ変わっていきます。 

そしてその度に少しずつ強くなっていきます。未来予測が不可能なこの世界で人間が 

たくましく生き続けていくためには、場面場面で自らの姿、考え方を適応 

させ、進化させていくアドベンチャーが必要なのだと考えられます。 

 クリスマスおめでとうございます            宗教科  村松 由佳理 

今年の宗教の授業では、アドベント(待降節)にあたり本校チャペルにてクリスマスの祈りの

集いを行いました。祈りの中で、クリスマスが最も清い日となるように、クリスマスまでの過

ごし方を一人ひとり考えました。これはお正月までに環境や心を整える日本の習慣に似ていま

す。1 日 1 回は面倒なことをしてみる、1 日 2 回は落ちているごみを拾ってみる、気になって

いることに目を向けてみるなど、それぞれの決意と共にお祈りをしました。祈りの集いの雰囲

気はとても温かく、自分のためだけでなく、クラスのために、ご家族や友人など関わりのある

人のために、学校のために、国を越えて孤独や貧困に苦しんでいる人のために祈っている姿が

印象的で、とても嬉しい気持ちになりました。 

本校でもクリスマスに関する行事が始まっています。12 月 14 日(水)には、「クリスマスツリ

ーの下で」を行いました。PTA の皆様、ご協力ありがとうございました。また、12 月 24 日(土)

には、アクトシティ中ホールで「海の星のクリスマス」を開催します。保護者の皆様と、生徒

たちの輝く姿とともに、クリスマスのメッセージを共有できることを楽しみにしております。 

   海の星のクリスマス ―在校生鑑賞会についての確認事項―      

１２：４５～１３：００  入場・着席［時間厳守］ 

１３：００～１５：００  舞台鑑賞 

１５：００       退場・帰宅 

 

※各自、座席番号が記入さ 

 れた用紙を持参すること 

※保護者の方は、１６：３０からの公演にお越しください。（前売券 800円、当日券 1000円） 
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冬期休暇中の課題          ※課題は原則３学期最初の授業で提出（期日厳守） 

✍１学年                 ※教科により新学期に課題テスト有 

  総合進学コース（梅･蘭･菊･竹組） 特別進学コース（松組） 

国語 
「論理エンジン OS２」 

レベル 11（p4）～レベル 13（p49） 

①「論理エンジン OS3」（25～30） 

②「基本の古典（古文・漢文）」 

 本書（ｐ26～31、36～41） 

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾉｰﾄ（ｐ24～29、34～39） 

数学 授業担当者が指示した問題 

英語 ①コーパス（Ｐ114～Ｐ125） ② 講読プリント 

① コーパス（Ｐ172～Ｐ190） 

② ベストアベニュウ（Ｐ2～Ｐ34） 

③ 英語講読本１冊  

地歴公民 
 

[世界史]「ツインズ･マスター」 

理科 
［生物基礎］①「ネオパルノート」２１、２２、２６  ② 教科書章末問題（ｐ203） 

［化学基礎］「ステップノート」（P20、21、32、33、40、41） 

学年共通 ①『サクセス小論文ノート１』（p６～15）② 百人一首を覚えよう（国語総覧 p102～115） 

 

✍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①教科書ｐ54「うつくしきもの」 

  本文を写し、品詞分解 

②「論理エンジンＯＳ3」最後まで 

理①「こころ」語句調べプリント 

 ②古典文法プリント 

①「読解トレーニング古典の演習 基礎力養成編」 

古文編（P14～23）漢文編（P44～P53） 

②「体系古典文法」（P141～149）  

③これまで学習した範囲の音読練習 

数学 
文（梅･蘭･菊組）なし 

理（竹組）授業担当者が指示した問題 
授業担当者が指示した問題 

英語 

①「Follow Up」 

（ｐ8～11、12～17、26～29） 

② 各授業担当者から指示されたもの 

授業担当の先生から指示された課題 

地歴公民 

［日本史選択者］ 

「日本史研究ノート」（ｐ68～69） 

［地理選択者］プリント 

日本史レポート 

理科 

［物理基礎］1、2 学期のまとめプリント 

［化学選択者］「センサー総合化学」ＳＴＥＰ１、２（ｐ6～70） 

［生物選択者］「セミナー生物基礎＋生物」生物基礎分野 1～5 章プロセス・基本例題・基本問題 

学年共通 小論文テキスト（ｐ24～29） 小論文テキスト（ｐ27～31） 

 

 ✍３学年  

 

       の行事予定  

総合進学コース（梅･蘭･菊･竹組） 国語常識に関するプリント７枚 

７ 土 始業式 授業開始（４５分短縮授業 2～4 限） 20 金 代休（２年生のみ） 

９ 月 【成人の日】 21 土 ［AM］授業日 

11 水 ≪委員会≫ 22 日 第３回英語検定（１次） 

14 土 センター試験  進研模試（２年特進） 24 火 マラソン大会 

15 日 
センター試験 

２年生修学旅行（～19 日（木）） 

25 水 ≪全校集会≫ ３年生期末試験（～27 日（金）） 

28 土 第３回漢字検定 

18 水 ≪学年集会≫ 30 月 ３年生家庭学習日  

19  木 進研模試（1 年全員） 31 火 ３年生特別日課 ［LHR（１・２年）］合格体験談 

※２４日が悪天候の場合、マラソン大会は３０日に実施します。 

 マラソン大会の事前健康調査の紙は、７日回収です。お忘れなく。 

http://www.material-land.com/view__1305__0.html
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各担当者からのメッセージ 

 

生徒部より －冬期休暇を迎えるにあたって－     生徒部長  鬼石勇樹 

早いもので、今年も残すところあと数日となりました。先日、２０１６年の漢字は「金」と発表され

ましたが、リオ五輪での「金」メダルラッシュや政治と「金」の問題などが決定の理由だそうです。振

り返ると様々な出来事があった２０１６年ですが、ご息女とご家族にとってどのような 1 年だったでし

ょうか。年末年始は、ご家族で過ごす時間が普段よりも多くなると思います。ご息女が今学期を振り返

り、反省すべき点はしっかり反省し、新たな目標を決めて、２０１７年を迎えられるようにご家庭でも

ご指導をお願いいたします。 

この冬期休暇が、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。 

 

 計画的な学習を生活の柱とし、規則正しい生活をする。 

 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、小中学生の手本となる身嗜みや言動をとる。 

 携帯電話に依存しない生活を送り、インターネット上のトラブルに巻き込まれないよう 

にする。（※未成年が使用する携帯電話（スマートフォン含む）にはフィルタリング設定が 

 外出時には必ず身分証明書を携帯する。            義務化されています） 

 外出したら安全のために 20 時までに帰宅する。 

 交通事故を未然に防ぐために、交通規則・マナーを遵守する。 

 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。 

（無断アルバイトは処罰の対象となります） 

 どんな場合も飲酒、喫煙、薬物使用は絶対にしてはいけない。 

 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（TEL：（053）454-5376 FAX：（053）453-4719）に

連絡をしてください。 

✎進路部より                       進路部長  佐藤大介 

３年生保護者の皆様へ。いよいよセンター試験が近づいてきました。今年度、全国の志願者

数は５７５，９６６人で、本校の受験申込者数は２２人です。これからご家庭の空気も一層張りつめ

たものになると思いますが、普段通りの生活ができるようサポートをお願いいたします。 

会場は、全員聖隷クリストファー大学です。 

１・２年生保護者の皆様へ。２月５日（土）１４:００～本校にて河合塾講師によるマネープラ

ンも含めた「進学説明会」を開催いたします。詳細は年が明けましたら改めてご連絡いたしま

す。お時間が許すようでしたらご参加ください。また、冬休みということでご息女と過ごす時

間も普段より増えると思います。これを機に、ご息女の将来の夢・志望校・学力、親御さんの

人生観・職業観、ご家庭の経済事情などを、話し合っていただければと思っております。よろ

しくお願いいたします。 

 学校ホームページ「http://seisei.uminohoshi-h.ed.jp/」 
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今年度の冬季「学校閉鎖」期間は、 

12 月 2８日（水）～１月５日（木）です。 

✎ＴＯ１学年                         １学年主任 土井則子 

「継続は力なり」と先人はよく言ったものですが、こと語学学習においてはまさにこのこと

わざ通りであると実感します。今年度１年生は、‘使える英語を身に着けよう’をスローガン

に英語学習に取り組んでいます。嬉しいことに４月初めに悲鳴をあげていた生徒も今や積極的

に取り組んでいる様子が見られ、成績優秀者が一学期と比較すると格段に多くなりました。こ

の学習活動を通して、英語が得意、不得意に関わらず、一人ひとりが目標をもって１つのこと

に取り組むことは大きな意義があると思いました。この８か月間でどの生徒も確実に英語の発

音、リズムが良くなりました。さらに、「これコーパスでやったことがあるっ！！」（コーパス

とは使用単語教材）と叫んだ後、以前覚えたチャンク単語をさらりと大きな声で発表する授業

風景も見られるようになりました。 

現段階で、まだ生徒自身が自分の力になっていると確信できないでいる生徒にも、あきらめ

ずに根気強くがんばり続けることにより学んでいることが着実に自分の力となっていると実

感できるような仕掛けを、今後、教育活動の中に盛り込んでいきたいと思います。 

１年総まとめの３学期において、勉強、部活とともに生徒たちが更なる意欲、やる気をだす

ことを期待しております。 

✎ＴＯ２学年                        ２学年主任 鈴木富美子 

 11 月初旬の進路分野別ガイダンスの後、2学年では進路希望調査を行いました。4 年制大学

47％、短大 12％、専門学校等 29％、就職 7％、そして未定者が約 10名という状況です。ガイ

ダンス受講後「これからの進路決定に参考になった」という感想が多かったわりには、ふだん

の生活の様子を見ていると、まだまだ自分が準備すべきことを具体的に意識している生徒が少

ないように感じています。言葉にすることによって自分の考えていることを客観的に見つめら

れたり、新しい見方ができたりすることもあるので、12 月にかけてクラス担任が中心になって

相談にのっているところです。また志望校の受験方法等についてもまずは自分で調べるよう指

導しています。しっかりとした目標を持つために、ご家庭でもじっくり話を聞いてくださるよ

うお願いします。 

 保護者の皆様、いつも温かく見守ってくださり、またご協力くださりありがとうございます。

どうぞよいお年をお迎えください。 

✎ＴＯ３学年                         ３学年主任 砂子幸弘 

14 日に「クリスマスツリーの下で」がおこなわれ在校生も含めて多くの人達が本校のクリス

マスツリーの下に集まりました。風も強く空気も冷たい日でしたが、会が終わるころには夜の

とばりも下りてツリーのイルミネーションがとても映えてきました。聖歌隊による合唱や吹奏

楽の演奏など多くのクリスマスの曲が楽しめました。緑のサンタの帽子をかぶった在校生が、

近隣の人達や保護者の方々にココアや軽食を配っている姿はとてもほほえましく感じました。

今回は 3年生の姿も多く、彼女達にはこのおなじみのツリーも高校生としては最後になります。

ツリーの前で写真を撮っている者も目立ちました。 

さて高校生活も残り少なくなりましたが、半分以上の生徒がこれから受験を迎えるクラスも

あります。全体から見れば少数派ですがまずは年明けのセンター入試に向けてがんばって 

ほしいと思います。ご家庭でも緊張が続き、結果が出るたび悲喜こもごもですがよろしく 

お願いします。 
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