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 「夢」                      学校長 重信 明利 

この年齢になっても、よく高校時代、大学時代のことを夢で見ることがあります。 

高校 3 年生の時、単位修得と卒業がかかった最後の数学のテスト問題が全然解けず、脂汗で

解答用紙が破けるほど濡れてしまったこと。大学時代、アルバイトで大失敗したことや進級を

かけたレポートの提出期限が迫って焦りまくったことなど、朝、目覚めたとき、それから数十

年後の現実世界にいることがわかって心底ほっとするという例がほとんどです。 

しかし、もし今、「戻れるとしたら、いつの時代にもどりたい？」と問われたら、やはり「高

校時代か大学時代かな。」と言ってしまうのは、単なるノスタルジーではなく、 

やはりその頃が人生の中で最も楽しい時代だったと言えるからだと思います。 

何と言っても夢にまで見てしまうのですから。 

 １学年対象 ＳＹＤ（Supporting Your Dreams）講演会 実施報告   

２月１４日（火）のロングホームの時間にＳＹＤ（公益財団法人 修養団）講師の青木富造氏と山

口千恵子氏をお迎えし、「貧困と共に生きる子供たち」をテーマに講演会を行いました。フィ

リピンのストリートチルドレン（路上で生活する子供たち）やスカ 

ベンジャー（ゴミ拾いをして生活している子供たち）の実態につい 

て、講話や映像を通して知ることができ、大変貴重な機会となりま 

した。また、昨年８月に「青年ボランティア・アクション inフィ 

リピン」に参加した３年松組の袴田綾乃さんの体験談を直接聞く 

ことで、『幸せの種まき運動』の一環である支援活動への意識が 

より高まりました。 

 送別会 開催報告   ―２月２７日（月）本校体育館にて― 

卒業を控えた３年生に向けて、“浜松海の星高校”として最後の生徒会主催行事「三年生を

送る会」が開催されました。 

合唱部・ダンス部・日本舞踊部・吹奏楽部による感謝の 

気持ちを込めた発表に加え、生徒会の出し物や３年生の 

先生方によるメッセージや出し物が披露され、会場は 

大いに盛り上がりました。 
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 卒業生表彰 

１．静岡県私学協会会長賞  

奨励賞：各クラス推薦者 

大濱 玲奈（梅組）・松田 紗穂（蘭組）・井村 文音（菊組）・夏目 梨央（竹組）・池田 佳菜子（松組） 

文化体育表彰 吹奏楽部：〔全日本吹奏楽コンクール銀賞〕 

２．日本私立中学高等学校連合会会長賞 ：学校推薦者 

田之岡 杏菜〔竹組／弓道部部長、県大会上位入賞、東海大会出場〕 

３．皆勤賞 [２４名] 

梅組 薗田 紅巴・平野 華歩・町田 麗羽・宮野 里音 

蘭組 天野 真利・川合 美由華・雪野 紗代・渡瀬 真菜 

菊組 上村 静菜・倉田 結夏・髙杉 花野・辰巳 あやめ 

竹組 伊藤 由佳・大石 愛・菊地 真優・菊地 美優・寺田 莉菜・中村 奈央・野中 花乃子 

山田 愛華・山村 怜那 

松組 池田 佳菜子・高橋 香帆・山本 紗希 

４．高校生新聞社賞 ：部活動等記録･成績優秀者 

陸上競技部〔県大会上位入賞、東海大会出場〕 

５．ベリタス賞 ：各コース学業成績優秀者 

総合進学コース 田之岡 杏菜（竹組）特別進学コース 西村 久美子（松組） 

６．ステラマリス賞 ：上位大会出場部及び生徒 

演劇部  〔創作劇大正ガールズエクスプレスで第 38 回静岡県大会優秀賞を受賞し第 50 回関東大会

優良賞〕 

剣道部 〔県大会上位、東海大会出場〕   

吹奏楽部  〔全日本吹奏楽コンクール銀賞〕 

大濱 玲奈 〔陸上競技部に所属し走り幅跳びで東海大会に出場〕 

大石 愛・雪野 紗代・菊地 真優・菊地 美優 〔東海大会陸上競技 400m リレーに 2 年連続出場〕 

田之岡 杏菜 〔弓道部に所属し東海大会に出場〕 

山村 怜那 〔弓道部に所属し東海大会に出場〕 

 

 

   の行事予定 

 

 

１ 水 [PM] 卒業証書授与式 17 金 【家庭学習日】 スタディーサポート（２年生特進コース） 

４ 土 [AM]授業 [PM]世界遺産検定 18 土 【家庭学習日】 

８ 水 ≪委員会≫ 20 月 【春分の日】 

10  金 [AM] 学年末試験 2１ 火 終業式  教科書販売（谷島屋） 

13 月 [AM] 学年末試験 22 水 成績不良者追試  教科書販売（谷島屋） 

14  火 [AM] 学年末試験 23 木 成績不良者追試   

15 水 [AM] テスト返却 ≪学年集会≫ 24 金 成績不良者追試 

16 木 [AM] テスト返却  
★在校生の教科書販売は、必ず本人が出向いて 

購入するようにしてください。 
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各担当者からのメッセージ 

 

 

✎進路部より                       進路部長  佐藤大介 

１年生の保護者の皆様へ。今月は、資格・検定についてお伝えします。 

「調査書」というのは中学時代の「内申書」に当たるものですが、その調査書には、下記の

ような欄があります。            

 

 

 

 

※紙面の都合上、記載欄の幅を狭くしています。 

（１）や（２）の欄には記載することはいろいろありますが、（３）（４）については、事実

がなければ何も記載できません。この欄が空欄になるのは望ましくありません。推薦入試にお

いて「取得資格、検定等」を「評価対象とする」、「自己アピールの一つとして活用する」とい

う学校があるからです。（出願の条件としている大学もあります。） 

本校では、本校を会場として、１年間に、英語検定３回、ＴＯＥＩＣ２回、漢字検定３回、日本

語検定２回、数学検定２回、歴史能力検定１回、ニュース時事能力検定２回、世界遺産検定２

回など（２８年度例）、各種検定試験を実施しています。検定試験は、努力が結果となって現れ

るため挑戦のしがいがあります。得意分野の力を伸ばすためにも、興味関心の幅を広げるため

にも、積極的にチャレンジしてほしいと思っています。４月に配布される行事予定表に検定日

が記載されていますので、計画的に勉強をして臨んでほしいと思っています。 

 

≪出願条件（Ｈ２８年度例）≫ 

◎上智大学（カトリック高等学校対象特別入学試験） 

外国語学部英語学科・・・ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ７２）、ＴＯＥＩＣ ７８０、英検 準１級、国連英検 Ｂ級、 

ＴＥＡＰ ３３０（４技能各７０）、ＩＥＬＴＳ ５.５以上 のいずれか１つを満たすこと。 

国際教養学部国際教養学科・・・ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ７９）、ＴＥＡＰ（２技能各７５）、ＩＥＬＴＳ 6.0 以上 の

いずれか１つを満たすこと。 

 

≪指定校の出願条件（Ｈ２８年度例）≫  

「大学指定の評定平均値以上、またはその他の条件を満たす」という中の検定・資格例です。 

◎玉川大学 教育学部教育学科・・・英検準２級、漢検準２級（または日本語検定３級、語彙

読解力検定準２級）、数検準２級のうち、２種類以上 

◎神戸女学院大学 文学部英文学科・・・英検２級 

 

 

 

 

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

                      学校ホームページ「http://seisei.uminohoshi-h.ed.jp/」 学校行事や各部活動の報告等は、

学校 HP にも掲載しています 

(1)学習における特徴等 (3)部活動、ボランティア活動等
(2)行動の特徴、特技等 (4）取得資格、検定等

第1学年
第2学年
第3学年

(5)その他

７．指導上
参考とな
る諸事項

http://www.exblog.jp/blog_logo.asp?slt=1&imgsrc=201009/18/66/c0194866_11423194.jpg
http://seisei.uminohoshi-h.ed.jp/
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✎生徒部より ―整理整頓できる力―               生徒部長  鬼石勇樹 

放課後の教室を見回ると、机やロッカーの上に無造作に置かれたままのペンケース・電子辞

書・ノート教科書類が必ずあります。クラス担任が何度注意しても、自分の身の回りの整理整

頓ができない生徒がいます。 

 整理整頓とは、以下のような能力が必要だとされています。 

✡身の回り（現状）がこのままで良いか判断する能力（状況判断力） 

✡少し面倒でも整理整頓をするために、自分自身をコントロールする能力 

（実行力と自己啓発力） 

✡常に整頓された状態を維持していく能力（継続力） 

少し大袈裟かもしれませんが、整理整頓ができない生徒はこのような能力に欠けているとい

うことです。これらは、教科の学習と同じか、それ以上に、社会に出てから必要不可欠な能力

だと思います。 

本校では毎日、全校生徒で清掃をしています。生徒全員が、きちんと掃除ができる生徒、身

の回りの整理整頓ができる生徒、となるように指導いたします。また、これらは幼少からの家

庭環境も大きく影響すると言われていますので、ぜひ、ご家庭でも、身の回りの整理整頓等の

ご指導をよろしくお願いいたします。 

 

✎ＴＯ１学年                         １学年主任 土井則子 

２月初め、ロングホームルームの時間に学年全体で 3 年生から合格体験談を聞きました。AO

入試、推薦入試による四年制大学、専門学校進学者、就職内定者が、３年間の高校生活を振り

返りながら、成功への秘訣を後輩に伝える機会となりました。話しを聞く中で、部活と勉強と

の両立に苦しみながらも、やるべき事は身を入れてやりこなしてきた 3 年生の姿が目に浮かび

ました。具体的には「１．毎時間授業をしっかり聴く。２．小テストに真剣に取り組む。３．

隙間時間を見つけて集中してテスト勉強に励み、定期テストで高得点をとり評点平均値を高く

維持する。」です。また、体験を語ってくれた 3 年生の多くは課外活動にも意欲的に取り組ん

でいる様子がよくわかりました。先日１年生に学習時間についてアンケートをとったところ、

自宅での勉強時間が極端に少ない生徒が見られました。高等教育において、自宅での学習は必

須です。３月第２週目には 1 年生最後の定期試験があります。ご家庭内においても学習環境を

整えて頂くようご協力のほどよろしくお願いします。 

✎ＴＯ２学年                        ２学年主任 鈴木富美子 

２月のある朝、始業のチャイムぎりぎりで教室に飛び込んできた一団がいました。担任が理

由を尋ねると、降車ボタンを押しそこなって高校前のバス停を通過してしまったというのです。

通い慣れた通学路で無意識のうちに誰かがやってくれるはずだ、という無責任な依存心が招い

た結果だったようです。脳科学の研究者によると、人間の脳は 28 年ごとに働きが変わるそう

です。最初の 28 年間で経験を『入力』し、55 歳までの 28 年で脳内神経回路の優先順位をつ

けていく、そして『出力』装置として機能するのはなんと 56 歳から 84 歳だというのです。そ

う考えると今はできるだけ厳しい環境に身を置き、様々なことをがむしゃらに経験する時期に

あるのですね。流れに身を任せるのではなく、自分で考えて行動を起こす主体的な毎日を送っ

てほしいと感じたできごとでした。 

保護者のみなさま、2 年生は２月に今年最後の模試を受験しました。進路希望も前回の進路

希望調査からかなり変わってきており、思い悩んでいる様子も見受けられます。3 年生への進

級までにご家庭でお嬢さんとゆっくり話す機会を作っていただければと思います。 
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