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聖星            浜松聖星高等学校通信 2017年度 No．1  

Ｈ29．4．7 発行 

 

 理事長挨拶              浜松海の星学院理事長 北脇保之  

  242名の新入生（うち男子は 63名）を迎えて、浜松聖星高等学校がスタートしました。本

校は、「隣人愛の実践により世界に貢献する人間を育てる」ことを教育目標に掲げ、生徒が、

学業に、あるいは部活動や学校行事に充実した学校生活を送り、自信と希望を持って次のス

テージに羽ばたいていけるよう、新しい学校づくりに取り組んでまいります。この学校通信

などを通じて、生徒や保護者のみなさんと学校とのよいコミュニケーションを大事にしてい

きたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 

 学院長挨拶                   学院長 谷口日美子 

前任者シスター高橋美智子に変わり今年度学院長を拝任いたしました。よろしくお願いい

たします。桜の開花に併せ新年度がスタートし、正門には「浜松聖星高等学校」と校名が掲

げられ新鮮さと活気が感じられます。門を入ると、これまで多くの卒業生に慕われ、母の愛

をもって見守っている聖母像が凛と立っています。生徒たちが心身ともに健康に恵まれ、学

業や部活に励み自己の進路に向けて確固とした準備ができるよう祈っています。 

 学校長挨拶                           校長 重信明利 

  新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。2・3年生の皆さんもご進級おめでとうご

ざいます。保護者の皆様におかれましても、お子様のご入学、ご進級、改めてお祝い申し上

げます。 

  さて、今年度、本校は新入生の中に 63 名の男子を加え、共学校「浜松聖星高等学校」と

して、新たにスタートを切りました。何分、本校は 61 年もの間女子校「海の星」であった

ため、最初のうち女子校独特の慣習から抜け切れず、職員は戸惑うこともあろうかと思いま

す。試行錯誤の繰り返しになるのかもしれませんが、本校職員陣は情熱をもって新入生のみ

ならず、2・3年生も最後の最後までお世話していきたいと考えております。 

  生徒の皆さん、保護者の皆様、本校関係者すべての人たちが一つになって 

浜松聖星高校の草創期を作っていくことが私たちの願いです。どうかご協力 

よろしくお願いいたします。 

 

 2017 年度 生徒数   

１年 242人 

２年 151人（うち１名イギリス５名カナダに留学中） 

３年 121人                 

[計 514 名]  
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 2017 年度 職員紹介 

理事長 北脇 保之  学院長 谷口 日美子  校長 重信 明利  教頭 児玉 美奈子 

 学年主任 11 12 13 14 15 

１

年 

川口 多加 

（国/演劇） 

鬼石 勇樹 

（地公/剣道） 

木村 維幸 

（英/サッカー） 

砂子 幸弘 

（英/吹奏楽） 

白畑  霞 

（地公/テニス） 

土屋  敦 

（体/陸上競技） 

 16 17 18 副担任 

 
勝野 有紀子 

（理/書道） 

清水 あす香 

（英/茶華道） 

小笠原 祥子 

（理/サイエンス） 

石川 雅也（体/ﾊﾞｽｹｯﾄ） 

池山 直樹（数/ｻｯｶｰ） 

     ※（担当教科/部活動顧問）                            

講師 （国）大竹 真弓 宮地 裕絵 山本 早苗 ／ （英） 新林 愛 厚木 貴光 フランク・パーカー ／  

（数）曽根 ひとみ 平野 誠英 ／ （理）星野 望美 ／ （地歴）梅林 俊哉 天野 良彦 ／  

（情）園川 香おり ／ （家庭）高橋 敬子 高木 なつ子 ／ （音楽）鈴木 千史 伊藤 梨恵子 ／  

（書道）岡村 彩子 ／ （美術）柘植 薫 ／ （キャリア）大隅 和子  

図書 小林 幹枝（司書） 

事務 櫻井 伸吾（事務長） 伊藤 知奈 鈴木 あゆみ 高田 佳奈 平野 晴巳 小澤 純子 

校医 （カウンセラー）友野 圭子 

 

 ２０１7 年度 前期生徒会執行部・末広会役員紹介 

＜生徒会＞ 会長   山下 紗輝（３竹） 

副会長 木村 美友（３竹） 松尾 凛子（２松） 

 書記・会計 濱崎 雛子（３竹） 岡田 望乃茄（２松） 

広報  中川 彩（３松） 板東 沙綺（２梅） 鈴木 杏美（２蘭） 

 

＜末広会＞  会長  中野 瑛子（３菊） 

班長 三幸の園訪問班：堤 如月（３竹） 聖隷厚生園訪問班：堤 彩乃（３竹） 

静光園訪問班：金子 沙矢茄（３菊）   ｸﾘｰﾝ・ｴｺﾛｼﾞｰ班：中野 瑛子（３菊） 

 

TEL：（053）454-5376  FAX：（053）453-4719 

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

 学年主任 梅 蘭 菊 竹 松 副担任 

２

年 

土井 則子 

（英/日本舞踊） 

須山 紘未 

（国/吹奏楽） 

伊藤 大介 

（体/サッカー） 

村松 由佳理 

（宗/合唱） 

今泉 孝夫 

（数/情報処理） 

ﾌﾞﾗｯﾄﾞﾘｰ 

（英/ﾊﾞｽｹット・

英語） 

清水 明子 （国/放送） 

小林 太士 （理/ 

バスケット・サイエンス） 

深津 千草 （数/テニス） 

３

年 

鈴木 富美子 

（英/ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ 

ｲｼｭｰ研究） 

黒川 竜伯 

（国/剣道） 

戎  智子 

（体/ダンス） 

伏見  萌 

（地公/弓道） 

児玉 恵一 

（理/ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ） 

美和 裕子 

（地公/美術） 

中村 隆之 （英/英語） 

佐藤 大介 

（数/ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ） 

今田 裕子 （養護） 
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お知らせ 

✎「Prep Time-プレップ・タイム-」について 

本校では、学習習慣の定着や集中力の向上などをねらいとして、月～金曜（８時 30 分より 10 分

間）に朝学習を実施しています。短い時間ですが、読書や漢字、英語などの小テスト等を行い、落

ち着いた姿勢で授業に臨めるよう「勉強する雰囲気」を作り上げます。 

✎「Prep Guide-プレップ・ガイド-」について 

国・数・英・理・社５教科の担当教員による、新入生を対象とした学習ガイダンスと図書室及び

ＣＡＬＬ教室の利用指導を４月７日（金）６限から通常授業の中で実施します。 

高校３年間の学習の流れや授業を受ける際の心構え、学習の進め方などについて 

特別授業形式で基礎から説明する予定です。 

✎「課外活動登録制」について  

本校では課外活動への登録を奨励しています。１年生は、全員必ず１つ以上の課外活動（いずれ

かの部または末広会）に参加することになりますので、早めの見学をお勧めします。 

＜部活動＞ （運動部）バスケットボール[男・女] 剣道 陸上競技 バドミントン 弓道 

テニス[男・女] サッカー[男・女] ダンス 

（文化部）吹奏楽 演劇 放送 合唱 日本舞踊 茶華道 書道 美術 

      情報処理 英語 グローバルイシュー研究 サイエンス  

＜末広会＞   三幸の園訪問班   聖隷厚生園訪問班   静光園訪問班   クリーン・エコロジー班 

           ※詳細は、オリエンテーションで配布された資料をご覧ください。 

登録締切：部活動／4 月 28 日（金） 末広会／4 月 27 日（木）まで 

 

 

の行事予定 

6 木 入学式・保護者オリエンテーション 19 水 遠足 

７ 金 

始業式・新任式・新入生オリエンテーション 
21 金 

尿検査１次  内科検診（13：20～） 

２・３年生授業開始（３限～/４５分授業） [放課後]看護系ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ講演会（2・3年） 

1 年 PG（6限～） 

22 土 

[AM]授業日 [PM]勉強自主トレ 

８ 土 健康診断（1～3年） [PM]大学・短大・専門・就職合同進路説明会 

（３年） 10 月 1 年 PG・授業開始 

11 火 

第 1 回進路確認テスト（1～5 限） 

  1・2 年：ｽﾀﾃﾞｨｻﾎﾟｰﾄ〈英数国３教科〉 

  3 年：実力判定テスト〈英数国理社 5 教科〉 

24 月 
面談週間 40 分授業（～4/28 まで） 

内科検診（12：40～）  

25 火 歯科検診（9：00～） 

創立記念式典（6限） 26 水 ≪全校集会（連休中の諸注意）≫ 

12 水 ≪委員会≫※朝放送にて認証式 29 土 【昭和の日】 あしなが学生募金 

17 月 内科検診（13：20～）  平日補講開始 30 日 あしなが学生募金 

❀5月 24日（水）午後に、ＰＴＡ総会が行われます。ぜひ、ご参加ください。 
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保存版【平成 29 年度 日課表】  本校では平日 50分授業を実施しています。 

 

新しい環境に適応しようと無理をしがちな時期です。ご家庭でも体調管理に十分ご留意ください。 

50分授業 45分授業 40分授業 40分授業 土曜日

ＨＲ 8:30 8:30 8:30 朝集会 8:30 ＨＲ

8:40 8:40 8:40 9:05 8:35

第1限 8:45 8:45 8:45 9:20 8:40 第1限

9:35 9:30 9:25 10:00 9:30

第2限 9:45 9:40 9:35 10:10 9:35 第2限

  10:35   10:25   10:15    10:50     10:25

第3限   10:45   10:35   10:25    11:00     10:35 第3限

  11:35   11:20   11:05    11:40     11:25

第4限   11:45   11:30   11:15    11:50     11:30 第4限

  12:35   12:15   11:55    12:30     12:20

昼食   12:35   12:15   11:55    12:30

予鈴   13:15   12:55   12:35    13:10

第5限   13:20   13:00   12:40    13:15

  14:10   13:45   13:20    13:55

第6限   14:20   13:55   13:30    14:05

  15:10   14:40   14:10    14:45 火曜日 水曜日

掃除   15:15   14:45   14:15    14:50     15:15     15:15

  15:30   15:00   14:30    15:05     15:30     15:30

ＨＲ   15:35   15:05   14:35    15:10 7限（LHR) 全校集会

  15:45   15:15   14:45    15:20     15:35 学年集会

7限   15:50   15:20   14:50    15:25     16:25    15:40～

  16:40   16:05   15:30    16:05 補講

補講   16:50   16:15   15:40    16:15     16:40

  17:40   17:00   16:20    16:55     17:30

備考：月・木（特進7限）、火（7限LHR)、月・火・木（補講）


