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聖星            浜松聖星高等学校通信 2017年度 No．5  

                                  Ｈ29．7．21 発行 

  

 理事長挨拶              浜松海の星学院理事長 北脇保之  

 本校が共学化して初めての学期がそろそろ終わろうとしています。私自身振り返って、特に想定外の

大きな問題が生じることもなく、新たな活気や積極性など期待通り良い面が出てきたと思っています。

生徒や保護者のみなさまはどのようにお感じでしょうか。 

 新生・聖星高校の校風が出来上がるのは案外早いものと思います。鉄は熱いうちに打てと言いますし、

この１学期間のよかったこと、不十分だったことをしっかり把握し、次につなげていきたいと考えます。 

 校内スポーツデー 試合結果 ―7 月１４日（金）開催― 

〔ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ〕  １位:３年梅組 2 位:２年菊組 ３位:18HR  

〔ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ〕 １位:２年竹組 2 位:２年菊組 ３位:２年蘭組 

〔卓球〕    １位:２年竹組 2 位:18HR ３位:３･２年松組 

〔ｱｰﾑﾚｽﾘﾝｸﾞ〕 １位:２年竹組 2 位:３･２年松組 ３位:３年梅組 

〔男子ｻｯｶｰ〕  １位:11HR 2 位:13HR ３位:17HR 

 夏期休暇を迎えるにあたって ～休暇中の諸注意～     生徒部長 鬼石勇樹 

 本日の 1 学期終業式で生徒には夏期休暇中の諸注意を致しました。特に、最近の新聞やテレビのニュ

ースでも話題となる SNS を含めたインターネットの利用について、注意をしました。 

最近のニュースで記憶に新しいものは、群馬県の女子高校生を脅してわいせつな動画を送らせたとして、

強要と児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで、名古屋市の男子高校生が逮捕されました。この事件は、

高校生が被害を受けただけではなく、加害者も高校生でした。本校でも今年度から、委託業者による「学

校ネットパトロール」が導入され本校生徒自身がインターネット上に投稿した記事等が報告されるよう

になりましたが、もちろんすべてを把握できるわけではありません。ご家庭でもインターネット上に気

軽に個人情報等を投稿しないことやスマートフォンの使用時間の制限などご家庭でのルール作りをお願

い致します。 

この夏期休暇がお子様にとって、健全で有意義な休暇であることを願い、下記に注意すべき 

事項を挙げておきます。 

✾スマートフォン・携帯電話の使用は、２２：００以降自粛する。 

✾インターネット上に個人情報や個人が特定される画像等を投稿するなどの不適切な利用はしない。 

✾規則正しい生活、計画的な学習を生活の柱とする。 

✾家族と過ごす時間を大切にし、家族の一員としての役割を果たす。 

✾公共の場ではマナーを守り、高校生として相応しい身嗜みや言動をとる。 

✾外出したら安全のために 20時までに帰宅する。 

✾交通事故の被害者にも加害者にもならないように、交通規則・マナーを必ず守る。 

✾気軽に友人宅に泊まらず、高校生にとって不健全な場所へは出入りしない。 

✾アルバイトはクラス担任に連絡し、学校長の許可を得て行う。 

✾どんな場合も飲酒、喫煙、薬物使用は絶対にしない。 ✾髪を染めたり、脱色をしてはいけない。 

なお、お子様に何かありましたら学校（４５４-５３７６）に連絡をしてください。 

http://www.material-land.com/view__1305__0.html
http://www.material-land.com/view__1305__0.html
http://www.material-land.com/view__1305__0.html
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 夏期休暇中の課題 ～計画的に進めましょう！！～ 

 

✍１学年 国際教養コース（11～16HR） 国際特進コース（17･18HR） 

国語 

①「論理エンジン OS２」レベル 11～17 

②「論理エンジン誌上講義 OS１＋OS２」 
             レッスン 5～11 

③「古典文法習得のための用言活用ノート」 

①「論理エンジン OS２」レベル 11～20 

②「論理エンジン誌上講義 OS１＋OS２」 
                レッスン 5～14 

③「古典文法習得のための用言活用ノート」 

数学 
11～15 ドリル数学Ⅰ 数と式・集合と論証 

16 ニュースコープ（番号は授業担当者より指示） 
授業担当者より指示 

英語 

11～15 ①「Watching Joyful」 

     ②「チャンクで英単語」復習 

16 ①「Three Fairy Tales from Oscar Wilde」 

    ②「チャンクで英単語」復習 

①「Three Love Stories from O. Henry」   

②「チャンクで英単語」復習 

③「Crown workbook」Lesson42～47 

理科 ①「演習ノート 生物基礎問題冊子」1 冊 ②「演習ノート 物理基礎問題冊子」1 冊 

地歴公民 [世界史] プリント 2 枚 [世界史] 問題集「ツインズマスター」 

学年共通 

①「私の人生設計と、それを実現させるための学習計画」エッセー 

②「新書を読んでレポートを書こう」 ③「未来辞典 DREAM ワークシート」  

④「ステップ小論文書き方ノート」 ⑤スタディサポート活用 BOOK 

 

✍2 学年 総合進学コース（梅･蘭･菊･竹組） 特別進学コース（松組） 

国語 

文（梅･蘭･菊組） 

①「論理エンジン OS３」レベル 21～26 

②「論理エンジン誌上講義 OS３」 
問題編レッスン①～③ 講義編「はじめに」～レッスン③ 

理（竹組）①「論理エンジン OS３」レベル 23～26 

②「論理エンジン誌上講義 OS３」 
問題編レッスン②～④ 

①現代文プリント 5 枚 

②「力をつける古典 ステップ３」 

 ・古文①～⑩ ・漢文⑯～㉕ 

数学 

文（梅･蘭･菊組）授業担当者より指示 

理（竹組）ニュースコープ 
（番号は授業担当者より指示） 

授業担当者より指示 

英語 
①「Heart of OKINAWA」テキストⅠ 

②「コーパス 4500」夏休み範囲テスト 
               （課題テストあり） 

①「UNITE」英語総合問題集 

②「NEWSBREAKS」テキスト 

③「コーパス 4500」夏休み範囲（課題テストあり） 

理科 「演習ノート 物理基礎問題冊子」1 冊 

地歴公民 [地理選択者] プリント 4～5 枚 
 

学年共通 
①沖縄戦に関する書籍を読む、あるいは番組･映画を鑑賞し感想文を書く。詳細は別紙にて連絡。 

②スタディサポート活用 BOOK 

 

✍3 学年 総合文系（梅･蘭･菊組） 総合理系（竹組） 特別進学コース（松組） 

国語   「古典 グレートラーニング 48 レベル２」 

数学 
 

ニュースコープ 
 （番号は授業担当者より指示） 

センター試験過去問題集 
（番号は授業担当者より指示） 

英語 
①1 学期の既習の単語、熟語の復習 

②「Follow Up」指示された問題 
長文・構文問題集 

地歴公民 
[日本史選択者]プリント  [地理選択者]レポート 

[現代社会]「おなかいっぱい幸せごはん」エッセイ 
[世界史選択者]課題テスト勉強 

学年共通 学習・進路ノート  

TEL：（053）454-5376  FAX：（053）453-4719 

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

※他の教科についても担当者から指示が出ている場合があります。必ず確認してください。 

随時更新中！ 

http://www.uminohoshi-h.ed.jp/
http://www.material-land.com/view__1305__0.html
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 “教員紹介最終回”となる今号は、３学年担当者からの言葉です。  （〔
   

  〕内担当教科） 

３学年 学年主任 鈴木富美子〔ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ〕        担当クラス：３学年全クラス  
「私の願いはありません。ありませんが、ここにあるすべての短冊の願い事が叶いますように」7 月 7

日、七夕の日に発達障害を抱えた子が書いた願い事を見せてもらいました。私の願いはありません、は

切ないですが、丁寧に書かれた文字からはその子の誠実さが伝わってくるようで心に響きました。自分

以外の誰かの幸せを第一に考えるかどうか、が大人と子供をわけるものだそうです。高校最後の 1 年、

自分以外の人を大切にする視点を自分の中に育ててほしいと願っています。そして、これからそれを可

能にする力をつけるために、今自分がやるべきことから逃げずに全力で取り組んでください。 

 保護者の皆様、夏休みには各クラス三者面談を予定しております。大きな岐路に立っているご息女の

最大の理解者はご家族です。どうぞご家庭で十分に話をなさって面談にお越しください。 

３学年 梅組担任 黒川竜伯〔国語総合･古典〕  

担当クラス：15･16HR、３年梅･菊組  

蝉の鳴き声と共に本格的な夏の訪れが感じられるようになりました。蝉は長い年月を地中で過ごし、

来たるべき時のために力を蓄え大空に飛び立ちます。3 年生も今までの高校生活で培った力を発揮する時

が迫ってきました。勝負を制するには強い意志と努力が重要だと感じます。3 年生が希望の進路に進める

よう全力で応援したいと思いますので、ご家庭におきましてもご協力の程よろしくお願い致します。 

３学年 蘭組担任 戎 智子〔保健･体育〕   

担当クラス：14～18HR、２･３学年全クラス  

受験・就職活動が本格的に始まりました。クラスにも、受験校を決定して入試準備をしている生徒や

職場見学をする生徒が数人出てきました。進路決定の進行具合には個人差があり、焦りや不安を感じる

時期ですが、自分と向き合う大切な時期でもあると思います。悩み抜いて自分の力で進路を決定してほ

しいです。ご家庭でもアドバイスをお願い致します。 

３学年 菊組担任 伏見 萌〔現代社会〕  

担当クラス：16～18HR、3 学年全クラス  

6 月 25 日静岡県知事選挙が行われました。投票率は 46.44％。担任として、クラスのことは全員で決

めていこう、他人事にはしないようにしよう、と口うるさく言っています。子どもは身近にいるおとな

を見て学んでいきます。身近な『おとな』として襟を正し、生徒たちが自分の道をしっかり歩んでいけ

るよう、精一杯サポートしていきたいと思います。よろしくお願いします！ 

３学年 竹組担任 児玉恵一〔物理基礎･化学〕   

 担当クラス：15～18HR、２年竹･松組、３年松組  

日本の未来年表がすさまじい。2020 年に女性の半数が 50 歳を超え、2024 年には全国民の三分の一が

65 歳以上になり、2033 年には 3 戸に 1 戸が空き家に。2039 年火葬場が不足し、2040 年には自治体の

半数が活動を維持できず消失し、2042 年に高齢人口がピークを迎える。人工知能が発達し、人間の仕事

が減るであろうと懸念される中、人口についても多くの問題点が表出している。このような状況下にお

いて、我々が何を学び、どのような未来に向かうべきなのか再考する必要性がある。今までのような考

え方では立ち行かなくなることが予想される。世相をよみ、学び続ける姿勢が必要だと思っている。 

 

保護者の皆様へメッセージ  ―３学年の担当教員より― 

 

夏期休校日：８月１０日（木）～２０日（日） この期間は校舎等を施錠します。 

 

２学期最初の登校日は８月 30日（土）です。始業式後、２時限目～４時限目の授業があります。

２学期最初の登校日は８月 30日（土）です。始業式後、２時限目～４時限２学期最初の登校日は
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３学年 松組担任 美和裕子〔日本史Ｂ･日本史演習･政治経済･世界史〕  

担当クラス：２年松組、3 年竹･松組、３学年補講  

ユネスコの世界遺産委員会で、福岡県の「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」が世界文化遺産に

登録されることが決まりました（国内で 21 件目）。「グルメ」や「ショッピング」のみを旅の目的に挙げ

る生徒が多くいますが、現地を訪れる際にその歴史や成り立ちを知っていると、感動が一層深まります。

授業を通して各地の魅力を紹介し、外の世界に触れる楽しみや喜びを共有したいと思います。 

３学年 学年付 中村隆之〔英語〕 
 担当クラス：２年松組、３学年全クラス  

将棋界に新星のごとく現れた藤井 4 段の活躍ぶりを見ていると、「好きこそ物の上手なれ」という言い

回しは見事に的を射ていると感じます。何かに興味を持ち、好きになれば、飽きずにそのことに集中で

きるのでしょう。語学の習得に関してもこのことがあてはまると考えております。生徒たちが英語が好

きになってくれるようにお手伝いできたらと思います。 

３学年 学年付 佐藤大介〔数学〕             担当クラス：17HR、２年松組 

日々、高校生を見ていて感じることがあります。それは、「あきらめてやらなければならないことや覚

えなければならないこと」の時間的な見極めが全くできていないということです。学力差というのは脳

ミソの出来ではなくて、この部分で開くのではないでしょうか。最悪ギリギリまでやらなくてもよいの

ですが、絶対にぜぇっっったいにデッドラインには間に合わせる必要があります。試験も、部活動も何

もかも・・・。間に合わないと、他人にも自分にも倍返しになり、よけい時間がかかるのです。夏の課

題は大丈夫？ 

進路部より 1・2 学年の皆さんは、夏の課題として結構な量のレポートが出ていますね。早めに読む

本を決めて取りかかったり、学習計画に関して真剣に考えたりしてください。面談で担任の先生に進み

具合を確認してもらうのも良いかもしれません。当然、このような機会がないと、自分ではなかなかや

らないような内容の課題です。せっかくやるのですから、今後の自分の人生に活きてくる内容に仕上げ

たいですね。オープンキャンパスにも参加することと思います。最近は、どの学校でも夏のオープンキ

ャンパスに非常に力を入れていて、大変参考になります。近場だけではなく、この機会に県外の学校に

行ってみてはいかがでしょうか。名古屋市内などは大学同士がとても近く、何校もはしごできてコスパ

が優れていると思いますよ。将来の仕事についてもイメージしてみるとよいでしょう。 

3 年生は、いよいよ勝負の夏がやってきます。指定校推薦を考えている人は、8 月 31 日の模試で頑張

らなければなりませんね。Ｄ３は絶対禁止です。ＡＯ入試などで、進学に向けた動きがもうすでにスタ

ートしている人もいることでしょう。準備はいかがですか。自分や周囲に甘えずに、一度しかない高 3

の夏をしっかりと過ごしてください。 

３学年 学年付 今田裕子〔養護教諭〕  

保健室で生徒の心身の健康を見守っています。元気な時でも、元気がないときでも気軽に立ち寄れる

場所を提供したいと思い、生徒と共に日々を過ごしています。保健室で泣いていた生徒が部活動等で活

躍している姿を見られることは私の励みでもあり、喜びでもあり、生徒の姿から「また頑張ろう！」と

思うことができます。生徒から元気をもらうように保健室が生徒にとって「また頑張ろう！」と思える

ような場所になるようサポートをしたいと思います。 

本校には隔週木曜日スクールカウンセラーもおりますので、お困りのことがある際には、 

保護者の皆様もぜひ保健室、相談室ともにご活用ください。 

 

 
２学期最初の登校日は８月２９日（火）です。始業式後、1～3 時限目授業、4 時限目ＬＨＲがあります。 

 

２学期最初の登校日は８月 30日（土）です。始業式後、２時限目～４時限目の授業があります。２学期最初の登校

日は８月 30日（土）です。始業式後、２時限目～４時限２学期最初の登校日は８月 30日（土）です。始業式後、２時限


