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の予定 

聖星            浜松聖星高等学校通信 2017年度 No．3  

                                  Ｈ29．5．31 発行 

  

 理事長挨拶             浜松海の星学院理事長 北脇保之  

中間試験が終わり、部活動の練習やベリタスプラザの準備で校内がまたにぎやかになっていま

す。今の高校生は実社会と触れる機会が少ない中で育ってきているので、部活動や学校行事を通

じて集団の中でもまれる経験をすることは、人間的な成長の面で大変貴重なことです。 

ただ、高校生としての本分は学業にあることを忘れてはなりません。学業と部活動等の 

両立はたやすくありませんが、両立させようとして苦闘することにこそ価値があると 

 考えて、やり抜いてほしいと思います。 

  “マリア祭”開催    －５月３０日（火）LHR 本校体育館にて－ 

 カトリック教会では、５月をイエス・キリストの母である聖母マリアの月と定めていま

す。カトリック系ミッションスクールである本校でも、「愛と奉仕に生きる女性」の模範

である聖母マリアを讃え、厳粛な雰囲気のなかで感謝の祈りを捧

げました。また、生徒を代表して各クラスの宗教委員が献花とろ

うそくの奉納を行いました。お花のご協力、ありがとうございま

した。 

    第 2 回面談週間について  

 １学期中間試験の結果を踏まえ、６月１日（木）～６月７日（水）にクラス担任と生徒との二者

面談を実施します。面談週間は 45 分の短縮授業となりますのでご理解ください。並行して、ベリタ

スプラザの準備期間となり、放課が 16:30 となりますのでご承知おきください。 

 ベリタスプラザについて 一般公開日 6 月 10 日（土）9：30～14：30 

今年度のテーマは「創造」です。詳細はお便りにて後日改めてご案内いたします。多くの方のご

来場をお待ちしています。また、駐車場はございませんので、お越しの際は公共交通機関をご利用

ください。よろしくお願い致します。 

  

 13 火 ［LHR］模擬面接（3 年）進路ガイダンス（1 年） 

1 木 面談週間 （４５分授業 ～6/7） 16 金 第 1 回漢字検定 

2 金 進研マーク模試 （３年特進） 17 土 ［ＡM］授業 

3 土 ［ＡM］授業  20 火 ［LHR］薬学講座 

4 日 第１回英語検定１次 21 水 ≪全校集会≫ 

8 木 ベリタスプラザ準備日（終日） 27 火 ［LHR］進路ガイダンス（2年） 

9 金 ベリタスプラザ （校内発表日） 
28 水 

４５分授業 ［PM］授業参観（５・６限） 

［放課後］英語スピーチコンテスト １0 土 ベリタスプラザ （一般公開日） 

12 月 【ベリタスプラザ代休日】 30 金 ≪委員会≫ 
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平成２９年度 部活動所属人数                  （５月末現在） 

部活名 顧問 部長 １年 ２年 ３年 計 

女子バスケットボール 石川・ブラッド ３梅 飯島 桜 ２２ １４ ６ ４２ 

男子バスケットボール 小林・ブラッド １２ 天野 佑哉 １２   １２ 

剣道 黒川・鬼石 〈中原〉 ３蘭 永谷 梨彩子 ５ ８ ５ １８ 

陸上競技 土屋敦 〈梅林〉 ３竹 神谷 早咲 １７ ８ ３ ２８ 

バドミントン 児玉恵一・佐藤 ３菊 大竹 梨可 １９ ７ １０ ３６ 

弓道 伏見 （村松） ３松 鈴木 千智 １３ １ ３ １７ 

女子テニス 白畑 ３竹 吉野 優果 ６ ７ ３ １６ 

男子テニス 深津 〈鈴木〉 １３ 松本 一志 ３   ３ 

女子サッカー 伊藤・池山・木村  ３梅 村田 日向子 ４ ５ ４ １３ 

男子サッカー 伊藤・池山・木村 １３ 山下 航希 １０   １０ 

ダンス 戎 （美和） ３蘭 新村 祐未 １０ ４ ４ １８ 

吹奏楽 
砂子・須山 

〈土屋史・伊藤梨〉 
３梅 鈴木 悠里 ４１ ２５ ２６ ９２ 

演劇 川口（児玉美） ２蘭 石丸 鈴菜 ５ ９ ０ １４ 

放送 清水明子 ２菊 榎田 桃花 ４ ３ ０ ７ 

合唱 村松 ３梅 佐藤 佑香 ５ １ ３ ９ 

日本舞踊 土井 〈杉村〉 ２竹 濵田 さくら ２ ５ ０ ７ 

茶華道 
清水あす香 

〈川瀬・野末〉 

３竹 

３梅 

結城 遥 

酒井 悠花 
８ ５ ５ １８ 

書道 勝野 〈岡村〉 ３梅 川上 明加理  ３ ５ ２ １０ 

美術 美和 〈柘植〉 ３松 伊藤 晴美 ３ ２ １ ６ 

情報処理 今泉 〈園川〉 ３蘭 髙井 美佳 ３２ １７ １５ ６４ 

英語 中村・ブラッド ３蘭 髙井 美佳 １２ ８ ５ ２５ 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｲｼｭｰ研究 鈴木富美子 ３松 植村 響香 ９ ２ ８ １９ 

サイエンス 小笠原・小林 ２松 井上 彩花 １６ ４ ０ ２０ 

 平成 29 年度 前期末広会所属人数 計６２名             （5 月末現在） 

三幸の園訪問班 18 名 聖隷厚生園訪問班 3 名 静光園訪問班 12 名 ｸﾘｰﾝ･ｴｺﾛｼﾞｰ班 19 名 

 

 

 

 

 

 

TEL：（053）454-5376  FAX：（053）453-4719 

学校ホームページ「http://www.uminohoshi-h.ed.jp/」 

今年度も、それぞれの活動への応援をどうぞよろしくお願い致します！ 

部活動の大会結果等、ＨＰにも随時掲載しています。ぜひ、ご覧ください。 
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 各担当者からのメッセージ 

 
  今月より３回にわたって、各学年担当の教員紹介を掲載します。第１回は１学年です。 

〔  〕内担当教科 

１学年 学年主任 川口多加〔国語総合・古典〕  

担当クラス：17･18ＨＲ、3 年竹･松組 

ベリタスプラザのバザー品にご協力いただきありがとうございます。当日は、文化部の展示発表

をご覧いただける機会でもあります。また、今年の 1 年生は、クラスごとに担当箇所を決めて校内

の装飾を担当します。どうぞ、生徒たちの活動を見にいらしてください。 

11ＨＲ担任 鬼石勇樹〔世界史Ａ・地理Ｂ〕 

担当クラス：11･12ＨＲ、2 年梅･蘭･竹組（地理選択者）、３年蘭･菊･竹組（地理選択者） 

浜松聖星高校の 1 年目を生徒と共に何事にも全力で取り組みたいと思っています。生徒には、高

校生だけの狭い世界観ではなく、世界で起きている様々な出来事に、目を向け興味関心を持ってほ

しいと思います。 

12ＨＲ担任 木村維幸〔ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語・英語表現〕  

担当クラス：12･15･18HR 

「この地上にあるもので大学よりも美しいものは、ごくわずかしかない」と大学の美しさを賞賛

したのは、大学が「無知を憎む人々が知識を得ようと努力し、真理を知る人々が他者の目を開かせ

ようと努力する場所」だからとジョンメイスフィールド氏が言っていました。生徒と苦楽を共にし、

真に理解しより良い高校生活が送れるようサポートしたいです。よろしくお願いします。 

13ＨＲ担任 砂子幸弘〔ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語・英語表現〕    

担当クラス：13･14ＨＲ、3 年梅～菊組 

10 年ほど前に流行った TV の「女王の教室」の DVD を見る機会がありました。最終回は感動も

のでした。若いころ持っていた情熱を再度思い出すきっかけにもなりました。年齢の離れた生徒た

ちと接するのは大変ではありますが、保護者の皆様よろしくお願いします。 

14ＨＲ担任 白畑霞〔世界史Ａ・世界史 B・世界史演習〕 

担当クラス：13･14･17･18ＨＲ、３年松組 

“It is never too late to become what you might have been.”（なりたかった自分になるの

に、遅すぎるということはない）「こうなりたい」と強く念う（おもう）こと、勇気を出して少し行

動を変えてみること、これができればなりたい自分に近づくことができます。強く念っている生徒

に対して、勇気が出るように、行動を変えられるように全力で応援、サポートをしていきます。 

15ＨＲ担任 土屋敦〔保健・体育〕  

担当クラス：11～15･18ＨＲ、2 年生全クラス、3 年生菊～松組 

私が、印象に残った次のような言葉がありました。それは「Ｙｏｕメッセージと I メッセージ」と

いう２言葉です。Ｙｏｕメッセージというのは、「君は○○だね」という言い方です。「えらいね」「や

ればできるじゃないか」等です。一方Ｉメッセージというのは「君が●●だから私は▲▲だよ」と

いう言い方で、例えば「君のがんばりを見ると私も元気になる」がそれです。心理学の世界では、I

メッセージというのは、相手の心に響く言い方であるとされています。そのような言葉をかけられ

る様にしていきたいです。 
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16ＨＲ担任 勝野有紀子〔生物・生物基礎〕    

担当クラス：11～16ＨＲ、3 年竹組 

広報の担当をしています。新聞などのメディアに学校行事を中心に取材依頼し、取材来校しても

らえるように努めています。保護者や同窓生をはじめとする学校関係者や浜松市近郊の方々に広く

本校の教育活動を知っていただくことが目的です。今春から共学化し浜松聖星高校となりました。

ＨＰやこの学校通信と共に、活気ある学校生活の様子が皆様に伝わるよう願っています。 

17ＨＲ担任 清水あす香〔ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語〕 

担当クラス：11･16･17ＨＲ 

“国際”という言葉に関心の高い生徒が多いことを嬉しく感じながら授業をしています。英語の

教科書を通して生徒の皆さんと一緒に楽しみながら、様々な方向から刻々と変化する国際社会に対

する理解を深めていきたいと思います。宜しくお願いいたします。 

18ＨＲ担任 小笠原祥子〔生物基礎・化学〕    

担当クラス：17･18ＨＲ、2 年竹･松組、3 年生物補講 

総務係として、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。４月

11 日（火）創立記念式典において、卒業生でＮＨＫ報道局国際部に勤務している古山彰子さんをお

招きしました。古山さんは、何度も挫折しながらも、夢を諦めなかった経験をスライドを使いなが

ら分かり易く話してくれました。生徒の感想も失敗しても立ち上がる精神を見習いたいというもの

が多かったです。古山さんに続いて、今の生徒たちが世界中で活躍する日がくることを楽しみにし

ています。 

1 学年 副担任 石川雅也〔保健・体育〕    

担当クラス：11～13ＨＲ、３年生全クラス 

女子校から共学への変化を楽しみながら学校生活を送っています。４月当初は、違和感のあった

新しい校名や男子生徒がいる雰囲気にも慣れ、毎日が新鮮です。「いつも笑顔を忘れずに」をモット

ーにまずは自分自身が楽しんでいきたいと思います。1学年の副担任として生徒の笑顔を絶やさぬよ

うサポートしていきたいと思います。 

1 学年 副担任 池山直樹〔数学Ⅰ・数学Ａ・数学演習〕 

担当クラス：14･15ＨＲ、3 年梅･蘭組 

今年度の１学年は人数も多く、また１人１人を見ても活発そうな生徒が多いと感じます。そのエ

ネルギーを良い方向に向けてほしい、向くように我々も努力したいと思います。ところで、推理小

説家の江戸川乱歩氏はいろいろな事に好奇心をもっていたそうです。「暗黒星」では犯人をブラック

ホールに喩え、他の作品では素粒子やクラインの壷（数学）に触れています。自分の専門外のこと

も勉強するものだなと感心します。生徒のみなさんも各々得意なこと・好きなものがあると思いま

すが、学校の授業や友人との触れ合いで、幅広いことに目を向けて、実り多い学校生活を送ってほ

しいと思います。 

 

 1 学年修学旅行説明会のお知らせ 

  日時：6 月 28 日（水）6 時間目（13：55～14：40） 

  場所：体育館 

   国際教養コースの方は、6 月末の行先決定の参考になさってください。また、当日は授業参観

とスピーチコンテストも行っております。ぜひ、お越しください。 
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