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聖星            浜松聖星高等学校通信 2017年度 No．７   

                                  Ｈ29．9．30 発行 

  

 理事長挨拶              浜松海の星学院理事長 北脇保之  

今や死語かもしれませんが、「読書の秋、学問の秋」です。勉強で短時間に効率よく成果を挙げ

るために最も重要なものは、集中力です。英単語を覚えるにしても、数学の問題を解くにしても、

自分自身の頭を最高度に働かせなくてはなりません。勉強に意欲がわかないときに友だちと一緒に

取り組むことは悪くはありませんが、本当の勉強とは、最後は一人で、雑念を断って向き合うもの

だということを忘れないでください。生徒にはこの集中力をぜひとも身につけてほしいと願ってい

ます。 

 体育祭 結果報告  －9月 26 日（火）― 

 ここ数年天候に恵まれなかった体育祭ですが、今年度は太陽が照り付けるほどの好天の中、無事

に開催することができました。3 年生にとっては最後の、聖星高校にとっては最初の体育祭という

ことで、例年にも増して熱い一日となりました。 

今年度の応援合戦は、色をテーマに創作しました。3 年生が試行錯誤を重ね練習した 

結果、女子生徒はもちろん男子生徒も笑顔で本番に臨んでいました。各競技では自分の 

力を出し切り、さらにクラスの仲間の応援にも力を尽くして団結力や絆を深めました。 

ご来校いただいた保護者の皆様、温かいご声援をいただき誠にありがとうございました。 

〔総合〕 ♕１位 ２年竹組   

2位 ３年梅組  

３位 １４HR 

〔応援合戦〕 

♕１位 青組（３R･２R･14･15）   

2位 黄組（３U･２U･13）   

３位 緑組（３K･２K･11･12） 

〔綱引き〕        〔長縄最高跳躍賞〕 

♕１位 ２年竹組       ♕２年蘭組 100回 

2位 ２年梅組  

３位 ３年蘭組 

 

 

 

 

 

  －１０月 3日（火）３学年・6日（金）１学年・２3日（月）２学年－  チャペルアワー

１年生「カトリック教会を知ろう」：カトリック浜松教会（中区富塚町）への訪問 

２年生「私と神様と私たち」：カトリック百合ヶ丘教会の鈴木真神父の講話 

３年生「出会い」：岸和田カトリック教会のカルロス・ムニージャ神父の講話 
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 ２年生修学旅行の日程 ―10月 2日（月）～6日（金）沖縄平和学習― 

10／2 

（月） 

学校からバス（9：55 集合）→富士山静岡空港（13:00 発）→那覇空港（15：30 着）→

首里城公園(16：50着)→ホテル（18：20着/泊） 
２連泊 

ホテルオーシャン

（那覇市安里） 10／３ 

（火） 

【平和学習】ホテル（8:30発）→ひめゆり平和祈念資料館にて平和講話（10：00～）

→平和祈念資料館・摩文仁の丘→轟壕・マヤ壕・山城壕→ホテル(16：50着)→国際

通りにて夕食→ホテル（20:00着/泊） 

10／4 

（水） 
【終日タクシー班別研修】ホテル（8:45発）→班別研修→ホテル（16:45着/泊） 

2連泊 

ホテルゆがふいん

おきなわ 

（名護市宮里） 
10／5 

（木） 

【終日コース別体験学習】ホテル（8:45～9:00 発）→①マングローブ観察・シーカ

ヤック体験・マリンクラフト・ビーチ散策／②比地大滝トレッキング・マイ箸作り・やん

ばる自然館見学／③体験・スノーケリング→ホテル（16:15～16：45頃着/泊） 

10／6 

（金） 

ホテル（9：00発）→嘉数高台公園→那覇空港（13:25発） 

→富士山静岡空港（15:40着/16:20発）→貸切バスにて学校着（18:00頃） 

 ２０１７年度 生徒会執行部・末広会役員紹介 

＜生徒会＞ 会長   岡田 望乃茄（２松） 

副会長  松尾 凜子（２松） 浅原 芽依（１６） 

書記・会計  鈴木 ひなの（２松） 内藤 綾乃（１７） 野本 尚暉（１７） 

広報   板東 沙綺（２梅） 和久田 りな（１２） 山内 夢花（１４） 

    神谷 真理子（１６） 田嶋 朋佳（１８） 

＜末広会＞ 会長   杉山 理花（２松） 

班長 三幸の園訪問班：増田 未来（２竹）  聖隷厚生園訪問班：鈴木 涼華（１５） 

静光園訪問班：上田 千草（２菊）   ｸﾘｰﾝ・ｴｺﾛｼﾞｰ班：佐野 二千夏（１８） 

 

の行事予定   

TEL：（053）454-5376  FAX：（053）453-4719 

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

 

２ 月 2年生修学旅行出発（～10/6（金）） １３ 金 3年生保育ふれあい体験 

３ 火 

１年生新体力テスト（2・3限） 

3年生チャペルアワー 

［LHR］携帯マナー講座 

１４ 土 
授業日 ［AM］3年生 PTA評議員会 

［PM］保護者対象理事長･校長と語る会 

１７ 火 中間試験（～10/19（木）） 

４ 水 3年生新体力テスト（2・3限） １９ 木 ≪学年集会≫ 

５ 木 1年特進コースキャンパスツアー ２１ 土 授業日 

６ 金 １年生チャペルアワー ２３ 月 2年生チャペルアワー 

７ 土 進研駿台記述模試（3年生特進コース） ２５ 水 ≪全校集会≫ 

８ 日 第２回英語検定（１次） ２７ 金 第 3回進路確認テスト（1・2年生） 

１１ 水 ≪委員会≫ ２８ 土 第 2回漢字検定 

★冬服着用期間：10 月 1 日～5 月 31 日（前後 10 日間はどちらでも可） 

28・29 日（土・日） 

あしなが学生募金（希望者） 

詳細は、奉仕委員会で連絡します。 毎月の学校通信を、カラーで掲載中！ 
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✎生徒部より                      生徒部長  鬼石勇樹 

9 月 21 日～30 日は毎年恒例の「秋の全国交通安全運動」の実施期間でした。先日、各クラス

の風紀安全委員と生徒指導係の教員で朝の交通安全指導を実施しました。実施場所は、本校正門

前の交差点でしたが、活動中に私たちの目の前で普通車両と自転車（他校高校生）の接触事故が

起きました。幸いにも、高校生に大きな怪我はありませんでしたが、状況次第では命に係わる重

大な事故になる可能性も十分にありました。 

日毎に秋めいて過ごしやすくなってきましたが、それと同時に日も短くなり、特に下校時の交

通事故が心配されます。本校生徒には日頃から、交通事故防止のための交通規則の遵守を呼び掛

けていますが、改めて交通安全に関してご家族でお話をしていただくことをお願い致します。ま

た、保護者の皆様による生徒の送迎時には、本校通用門付近・ロータリー周辺部での歩行者・自

転車へのご配慮・ご注意をお願い申し上げます。 

～お子さまが自転車通学している保護者の皆様へ～ 

〇傘をさしての自転車運転  〇自転車運転中の携帯電話使用  

〇ヘッドホン（イヤホン）を使用しての自転車運転 

  ※上記はすべて罰則として 5万円以下の罰金です。（静岡県道路交通法施行細則より） 

✎進路部より                      進路部長  佐藤大介 

3 年生の保護者の皆様にご連絡します。10 月になると、指定校推薦や公募推薦等の出願が始まり

ます。切手の貼り方、宛名書きの「御中」・「簡易書留」の意味などを知らない生徒もいますので、

記載ミスや提出期限の確認と併せてサポートしていただくようお願いいたします。また、受験料の

ほかに、交通費・宿泊費、合格が決まれば即、入学金も必要になります。その後も、年度末あたり

からは授業料や下宿費用等が必要になります。早目に「お金の工面」をしておいていただくように

お願い致します。一般受験を視野に入れているご家庭においても「どんな大学を、何校受験するの

か」という受験計画について、ご息女と十分話し合いをしておいてください。その際に、各学校の

合格発表日と入学金支払期日も考慮に入れていただくようにお願い致します。 

1･2 年生の保護者の皆様にご連絡します。8 月 31 日に行なったスタディーサポートの結果をもと

に、クラス担任との個人面談が実施されました。成績表には「学習到達ゾーン」という欄があり、

そこには「Ｓ３」とか、「Ｃ２」などのアルファベットと数字が記載されています。見方は、下記

の通りです。（学校の難易度は学部によって異なります。目安としてご覧ください。） 

Ｓ１～Ｓ３：難関国公立・難関私立大学レベル 

（Ｓ１…東京  Ｓ２…一橋、慶應、早稲田、国際基督教  Ｓ３…名古屋、上智、立教、同志社）    

Ａ１～A３：地元国公立・私立大学レベル 

（Ａ１…千葉、青山学院、明治、立命館  Ａ２…静岡県立、南山  A３…静岡、静岡文化芸術） 

Ｂ１～B３：中堅私立大学レベル、看護医療系専門学校レベル 

（B１…愛知、愛知淑徳、金城学院 B２…聖隷クリストファー、常葉 B３…日本福祉、浜松市立看護） 

C１～C３：地元私立大学・短期大学レベル、専門学校レベル、地元企業就職レベル 

（C１…名古屋商科、浜松学院短期  C2…静岡産業、静岡英和学院短期   

C3…浜松医療学院、浜松歯科衛生士） 

D１～D２：大学・短大チャレンジレベル、専門学校レベル  (D１…浜松医療福祉) 

D3   ：基礎・基本養成レベル 

この「学習到達ゾーン」は、本校で実施する進路確認テスト（いわゆる模試です）すべてに対応

しています。今後の模試においても、お子様の学力を把握したり、進路を考えたりする際の参考と

なさってください。ちなみに、Ｄゾーンでは、本校からの指定校による進学が厳しくなるとお考え

ください。 

担当者からのメッセージ 
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✎ＴＯ１学年                       １学年主任 川口多加 

8 月の終わりに実施した実力テストの結果が、先日返ってきました。4 月の結果に比べて伸び悩

んでいる生徒が多いように感じます。自分の担当科目で言えば、まさに一学期に扱った内容が出題

されているのですが、そこで得点することができていません。原因はいくつか考えられます。まず

は、学習した内容を振り返ることなく忘れるに任せている場合。次に、復習はしたけれど習得した

知識を活用できていない場合。これは問題演習が足りないことが原因です。夏休みの課題は、一学

期の復習になっていたはずです。課題にきちんと向き合ったのに得点が低い場合は、繰り返し演習

することが足りていなかったのかもしれません。自分に足りないのは何かを各自で判断し、対策を

立てて実施することが必要です。部活動や学校行事も大切ですが、エネルギーの 100％を勉強以外

のことで使い果たしてしまうのは高校生の本分ではありません。行事の多い 2 学期です。「せめて

宿題だけはきちんとやる」という段階から、「発展問題の演習をする」段階まで、個々に必要な学

習を継続的に実施するよう、ご家庭でも声掛けをお願い致します。 

✎ＴＯ２学年                        ２学年主任 土井則子 

彼岸花の美しい季節となりました。車で登校途中、信号機で止まった目の先には深紅のぼんぼり

を思わせるような花が数本風に揺られていました・・・お彼岸。７年前に他界した父のことをふと

懐かしく思い出しました。裸一貫で店を構えた父は朝早くから夜遅くまで働き詰めでした。しかし、

一方で娘の私が友人関係、進路等で困っていることを打ち明けると、仕事の手を休めずに「ほう、

そうか、それで？」「お前はそう思っているのか。父さんはこう思うよ。」「大学に行くなら教職を

とらんと行かせることはできない。家にはそんな余裕はない。」と親としての意向を伝えながらと

ことん娘の悩み事に付き合ってくれました。当時、父の言葉に反発し何日も口を利かないこともあ

りましたが、そんな父とのやり取りの中で自分が人生の選択をしていったのだと感じます。 

本校では年に 5 回担任と生徒一人一人が面談をし、学業・部活・人間関係等について話し合いま

す。9 月第４週目の 3 回目の面談は、進路研究の一環として生徒自身が自分の進路について書いた

論文および夏休み直後の実力テスト結果をもとに行われました。2 年次のこの時期、自分の進路に

ついて具体的に意思表示することが難しい生徒が多いようです。どうかご家庭内においても、気軽

に将来について語ることができる雰囲気、お時間を作ってくださるようお願い申し上げます。 

✎ＴＯ３学年                       ３学年主任 鈴木富美子 

2011 年 3 月、東日本大震災のときに福島第一原発の事故を受けて多くの大使館が東京を離れる

中、避難しなかった 1 つがオランダ大使館でした。残った理由は、事故による放射線量は医学的に

影響がない、関東にいる 700 人の自国民を置いて退避できない、そして 400 年以上の長い関係の

ある日本に事態が悪化したときにとどまることも友好の証だと考えたからだったそうです。周りが

どう動くではなく自分自身で判断するという姿勢は、小国にもかかわらず経済が豊かで国民の幸福

度が高いオランダの土台になっているように感じます。 

 7 月以降、夏休み中も毎日遅くまで学習室や教室に残って面接の準備や勉強に打ち込む生徒の姿

をみかけることが多くなりました。各自集中できる自分の場所を見つけ信念を持って取り組んでい

るように見受けられます。9 月中旬から就職試験、進学準備が本格的に始まりました。すでに卒業

後の進路が決まった生徒がいる一方、思うような結果が出なかったり、模擬試験等で自分の目標点

まで到達できなかったりして不安を募らせている生徒もいます。でも、ここから数ヶ月が正念場で

す。多くが自国へ戻る選択をするなか日本に残ることを決めたオランダ大使館のように、周りに流

されることなく自分の意志で学習を継続してください。孤独に耐え、自身の力で越えたハードルは

大きな自信になるはずです。どんな結果が出てもきちんと自分で受け止められるように本気で取り

組んでほしいと願っています。保護者の皆さま、心身両面のサポートをお願い致します。 
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