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聖星            浜松聖星高等学校通信 2017年度 No．4  

                                  Ｈ29．6．30 発行 

  

 学校長挨拶 ― 七夕 ―                      重信 明利 

 ７月７日は七夕（たなばた）です。 

七夕の由来である織姫（織女）と彦星（牽牛）の物語は中国から伝わったものですが、七夕

に短冊を笹の葉につるすのは日本独特の風習なのだそうです。 

もともと貴族たちが七夕に詩歌を詠んでその書を夜風にさらすという習慣が江戸時代にな

って願い事を短冊に書いてつるすようになったというのです。７月のことを「文月」というの

は、この風習にちなんだ「文披月（ふみひらきづき）」が転じたものという説が有力です。 

私の場合、七夕の夜は分厚い雲に覆われた夜空に目をやり、「今年はいつ梅雨が 

明けるのだろう」とか「蝉はいつ鳴き出すのだろう」など、あれこれ思いながら 

雲の向こうに輝く満点の星を想像するのが毎年の習慣になっています。皆さんも 

少しの間、現実を忘れ、夜空を見上げてみたらどうでしょう。 

ちなみに１学期の期末テストは 7 月 6～10 日です。 

 ベリタスプラザ“創造” 開催 ―６月９日（金/校内発表）1０日（土/一般公開）― 

共学化して初めての“ベリタスプラザ”は、晴天に恵まれ 1178 名のお客様に来場していただき

ました。生徒会を中心に、生徒自身が新しいことに挑戦し『創造』する文化祭であったと感じてい

ます。特に今年度は、1 年生が各クラス工夫を凝らし校内の窓や階段を装飾しました。例年以上に

華やかな雰囲気となり、お客様にも喜んでいただけました。また、グローバルイシュー研究部にお

いては静岡文化芸術大学に在籍している卒業生とのコラボも行われ、より開かれた文化祭になりま

した。PTA や同窓会との連携はもちろん、このようなつながりも広がっていくと『海の星』の良さ

が受け継がれ、新しい『聖星』が創造されていくのではないかと思います。 

保護者の皆様の温かいご支援・ご協力にも厚く御礼申し上げます。今後共、どうぞよろしくお願

いいたします。                             
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    第 65 回東海高校総体出場 －6 月 17・1８日（土･日）－ 

剣道部 団体の部 永谷梨彩子(３蘭) 久保朱里(３菊) 大石ののか(３竹) 鈴木璃瑚(３菊) 

中村美紅(３梅) 髙塚真亜弥(２蘭) 小林愛美(２蘭) 松尾萌吹(２竹) 

 三重交通 G スポーツの杜 鈴鹿にて行われました。応援ありがとうございました。  

 授業参観の御礼・校内英語スピーチコンテスト結果 －6 月 2８日（水）－ 

本校の教育活動の一端をご覧いただく機会として、授業参観を実施しました。 

アンケートのご意見は、授業へのフィードバックという形で対応していきます。 

お越しいただきありがとうございました。 

また、放課後には第 60 回校内英語スピーチコンテストもおこなわれました。 

〔一般の部〕      
１位 尹 藝燕（２松） Similarity versus difference  

２位 鈴木汐梨（２菊） Is cloning research necessary？  

３位 大淵 碧（１７）  Be strong in relation to bullying 

〔帰国子女の部〕    

１位 島本理央（２松）  The changing attitude toward work  

２位 松井七海（３梅）  A bigger umbrella 

 エンパワーメントプログラムについて － 8 月 21～25 日（月～金）―  

 カリフォルニア大学、有名リベラルアーツカレッジ等の米国トップ大学の学生や東京大学を

はじめとする都内の大学・大学院在学の留学生が、本校生徒（1 年生 45 人）5～6 人に 1 人つ

き、少人数で英語によるディスカッションやミニプロジェクトを行います。外国人教師 1 名が

全体のファシリテーター（進行係）として加わります。 

 夏期補講について 

夏期休暇期間中に、主要５科目を中心に各種補講を開講します。日程は以下の通りです。 

前期（５日間）：７月２４日（月）～７月２８日（金）中期（５日間）：７月３１日（月）～８月４日（金） 

後期（５日間）：８月２１日（月）～８月２５日（金） 

 

 

  の行事予定        

１ 土 

[ＡＭ]授業、進研模試（１年特進・教養選抜 

                    2･3 年特進） 

［ＰＭ］１年生保護者対象進路講演会 

１８ 火 [ＡＭ]授業（3 限まで） 

１９ 水 【家庭学習日】 

２０ 木 【家庭学習日】 

６ 木 期末試験 ＜～10 日（月）＞ 
２１ 金 

[ＡＭ]終業式 

アメリカ研修出発（８/４帰国） １２ 水 ＜学年集会＞ 

１４ 金 スポーツデー・献血 ２４ 月 成績不良者追試、夏期補講（前期）開始 

１５ 土 [ＡＭ]授業、TOEIC Bridge （３・４限） ２５ 火 成績不良者追試  

１７ 月 【海の日】 ３１ 月 夏期補講（中期）開始 

今回の優秀者

３名は、９月に

行われる西部

大会に出場し

ます。 

期末試験に向けて、計画的に勉強しましょう！！ 
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“教員紹介第２回”となる今号では、2 学年担当の言葉を掲載します。   （〔
   

  〕内担当教科） 

２学年 学年主任 土井則子〔ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ・英語表現〕 
担当クラス：2 年梅･菊･竹･松組  

宗教部を担当しています。先日行われましたマリア祭ではたくさんのお花をありがとうございま

した。今年のマリア祭のテーマが「マリアの使命」とされる中、私たち一人一人がどのような使命

を担ってこの世に存在しているのだろうか、考えを深める時間となりました。マリア像の前に奉納

されたオアシスに生けられた華やかな深紅のバラ、真夏の太陽の下に咲く黄色のひまわり、野に咲

く可憐な淡いピンクの小花・・・それらの花々を上手くアレンジしている各クラスの宗教委員の手

腕に強い感動を覚えました。秋には各学年ごとにチャペルアワーという行事を予定しています。今

後も、日々生活の中で心の教育に力を入れてまいりたいと思っております。 

２学年 梅組担任 須山紘未〔現代文・古典〕 
担当クラス：２年梅～菊組・松組、３年蘭組  

 古典の授業の際に「疾し」という言葉が出てきました。唱歌「仰げば尊し」の歌詞を引用して説

明しようとしたところ、半数近くが歌自体を知らず、衝撃を受けました。メールやラインだけでな

く、様々なものから言葉を吸収し、楽しみながら学べるようサポートしていきたいと思います。ご

家庭でのご協力をよろしくお願いいたします。 

２学年 蘭組担任 伊藤大介〔保健・体育〕  
担当クラス：11～16･18HR、２学年全クラス、３年梅･蘭組  

今年で 6 年目になります。生徒指導・生徒募集・男女サッカー部の顧問をしています。そして、

3 月に入籍をしました。公私ともに一生懸命に頑張ります。今年もよろしくお願いします。 

２学年 菊組担任 村松由佳理〔宗教〕 
担当クラス：全クラス  

5 月 30 日（火）に行なったマリア祭では、お花のご協力ありがとうございました。感想文を本

校ＨＰに掲載していますので、是非ご覧ください。また、今年度も引き続きシスターの会を行いま

す。毎週水曜日放課後、15：30～17：30 です。ご希望の保護者の方には随時ご連絡いただき、日

程を決めたいと思います。宗教行事にも保護者の方にご参加いただけるものがありますので、ご興

味ありましたら御来校ください。今年度も宜しくお願い致します。 

２学年 竹組担任 今泉孝夫〔数学Ⅱ･B・数学Ⅰ･A・数学演習〕 
担当クラス：2 年竹･松組、3 年竹･松組  

情報処理部の顧問をしています。活動では検定資格取得に力を入れています。私たちを取り巻く

社会は情報化が急速に進行し、パラダイムは大きな変革期を迎えています。「現代実学主義」を掲

げ、「情報」を教育・研究の中核として課題解決できる能力の向上や開拓者精神＝フロンティア・

スピリットの浸透、世界的な視野の習得、そしてビジネス界に貢献できる能力を持ったリーダーと

イノベーションを起こす人材を育成することを目標に質の高い情報教育を提供することを心がけ

ています。 

 

保護者の皆様へメッセージ ―２学年の担当教員より― 
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２学年 松組担任 Bradley Roden〔英語会話〕  
担当クラス：1 学年全クラス、2 年梅～菊･松組、3 年梅～菊･松組 

マジメな英語の先生は「語学の勉強に終わりはない」と言います。この言葉のせいでゴールの見

えない勉強を強いられ、途方に暮れた英語学習者はたくさんいると思います。「終わりがない」っ

てことは「自分で終わりを設定する」必要があります。これを読んでから「とりあえず 1 ヵ月後の

目標」を決めてください。「1 ヵ月間毎日 30 分リスニング」など、自分の目標と期限を決めてしま

いましょう。ゴールが見えるとモチベーションはあがります。「語学は継続が大事」と言われます

が、「継続するコツ」はひとつの目標を「終わらせる」ことです。ひとつの目標を終わらせたとき

に達成感を存分に味わって、その高揚感を次の目標に向けるのがポイントです。 

２学年 学年付 清水明子〔現代文〕 
担当クラス：３年蘭･竹･松組  

成績や出席等を扱う教務係をしています。間もなく期末試験が始まります。対策として何より大

事なのは、日々の授業でしっかりと理解を深めることです。長時間のゲームやスマホ等の使用は、

家庭学習時間を奪うだけでなく、睡眠不足による集中力の欠如にもつながります。様子によっては

使用のルールを決めるなどして、学生の本分を見失わぬよう援助してあげてください。 
 

２学年 学年付 小林太士〔物理〕       
担当クラス：11～14HR、２年梅～菊組、３年補講  

今年度から聖星高校で勤務させていただくことになりました。よろしくお願いします。担当教科

は物理、部活動はサイエンス部と男子バスケットボールを担当しています。私は、生徒の皆さんに

社会性を身につけてもらうとともに授業や部活動にも一生懸命励んでもらいたいと思っています。

生徒が夢を実現できるよう全力でサポートしていきたいと思います。 
 

２学年 学年付 深津千草〔数学Ⅰ･A・数学演習〕     
担当クラス：16･18HR、３年菊組  

少年へ無償の愛を与え続けた木のお話「おおきな木」。この絵本から感じることは人それぞれだ

と思います。木のように、自分の信念を貫き後悔なく「幸せだった」と言い切れる生き方を素敵だ

と私は思います。そして、少年に必要なときに必要なものを与えることのできた木の力の大きさに

感心します。私は生徒が大好きです。生徒たちへ与えられる物を自分の中に少しでも多く育てなが

ら、愛情を持って接していきたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEL：（053）454-5376 FAX：（053）453-4719 

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

✎ 夏期保護者面談のお知らせ 

１学期の成績を踏まえて、夏期休暇期間に全学年で保護者面談を実施いた 

します。お子様の生活面や進路についての情報交換の場となれば幸いです。 

面談日程や場所等の詳細は各クラス担任よりお知らせしますので、ご確認ください。 

http://www.uminohoshi-h.ed.jp/

