
1 

 

聖星            浜松聖星高等学校通信 2017年度 No．10  

                                 Ｈ29．12．21 発行 

  

 学校長挨拶                       重信 明利 

私が知っている映画監督に今村彩子さんという方がいます。数年前、たまたま 3年生の卒業

講演会に講師をお願いした関係で知り合ったのですが、この監督、実は自身の聴覚に障害を持

ちながら、ドキュメンタリー映画を一人で撮っている方なのです。 

彼女の映画はその主人公のほとんどが聴覚や視覚に障害を持った人々です。例えば、代表作

である『珈琲とエンピツ』では湖西市にあるサーフショップの店長が生まれつき聴覚に障害を

持ちながらも現役のサーファーとして、また地元のサーファーたちのアドバイザーとして極め

て前向きに生きている様子を描いています。また、東日本大震災の直後、今村監督は東北地方

へ取材に向かい、現地の障害者たちへインタビューを行って、障害者の目を通して大震災の様

子を描いた作品『手話で語る３．１１』を制作しました。これら彼女の作品には障害者でなけ

ればわからない社会問題の裏側の部分を真面目に取り扱ったものが多くあります。 

そんな今村監督が昨年、沖縄の南の端から北海道の北の端まで、日本列島を自転車で縦断す

るという健常者でも大変なことを自ら成し遂げ、その一部始終を『スタートライン』という映

画にしました。 

障害を持って生まれながら、それをネガティブに考えず、障害者の立場から現代社 

会の課題をスクリーンに映しだすこの今村監督の生き方にこれからもエールを送って 

いきたいと思います。 

 クリスマスおめでとうございます         宗教科  村松 由佳理 

12月 3日から待降節(アドベント)が始まりました。最近では、チョコレートの入ったアドベ

ントカレンダーがお店に並んでいるのをよく見ます。これには、一日ひとつずつカレンダーの

窓を開けながら、クリスマスを待ち望むという意味があります。日本ではお正月に向けて準備

するのと同じように、イエス・キリストの誕生を祝う「クリスマス」を心穏やかに過ごせるよ

う準備する期間を待降節といいます。 

3 年生の宗教の授業では「わたしの使命」をテーマに、クラスの一人ひとりの良いところを

メッセージにしてクラス全員で交換しました。クラス全員からメッセージを受け取った生徒の

顔は輝き、「嬉しい」「大切にする」といった声が響いた時間でした。その後のレポートを読む

と、「常に意見を持つこと」「誰にでも優しくすること」「努力を怠らないこと」「人を笑顔にす

ること」など自分の使命について書かれていました。そして、それを将来希望する職業を通し

て発揮したいという思いや、過去の経験を振り返ったことで使命だと自覚したという思いが綴

られていました。 

クリスマスといえば、「プレゼント」が思いうかびます。キリスト教において、幼子イエスは

心の救い主であり、喜びにあふれる神さまからのプレゼントです。イエスは「命」あるもので

あり、愛に生きる「使命」をもって生まれています。実は、私たちも同様です。私たち一人ひ

とりも神さまから「命」を預かり、そして人に喜びを与えることのできる「使命」を持って存

在しています。一人ひとりが自分の温かい心に触れて、それを分かち合い、お互いが喜びのう

ちに過ごすことのできるクリスマスとなりますようにお祈りしております。 

http://www.material-land.com/view__1305__0.html
http://www.material-land.com/view__1305__0.html
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今年度の冬季「学校閉鎖」期間は、 

12月 2８日（木）～１月４日（木）です。 

冬期休暇中の課題          

✍１学年                 

  国際教養コース 国際特進コース 

国語 古典文法・助動詞 確認シート P2～24 
①「論理エンジン OS３」 

②「論理エンジン誌上講義 OS３」 

数学 授業担当者が指示した問題 

英語 

①チャンク英単語 2 学期の復習 

②11～15 LINK UP 英語総合問題集（文法ページ）

16 UNITE 英語総合問題集（指定ページ） 

①チャンク英単語 2 学期の復習 

②英語演習ノート 

地歴公民 ［世界史］プリント課題 
 

 

✍２学年 

  総合進学コース 特別進学コース 

国語 
①「論理エンジン OS３」レベル 27、28 

②「誌上講義 OS３」④、⑤ 

「力をつける古典ステップ３」 

・古文⑪～⑮ ・漢文㉖～㉚ 

数学 授業担当者が指示した問題 

英語 

①「Follow Up」（指定ページ） 

②読解プリントおよびワークブック P90～97 

③コーパス４５００（課題テストあり） 

①総合問題集（指定ページ） 

②英語構文プリント 

③コーパス４５００（課題テストあり） 

地歴公民 ［地理選択者］プリント 「日本文化史問題集」P54～61 

学年共通 
「志望理由・自己アピール対策ノート」①P22･23 ②P12･13  

※再考（1/9 小論文テストの原形として整えておくこと） 

 

✍３学年  

  総合進学コース 特別進学コース 

英語 
①ことわざのプリント 

②３学期の予習のプリント 
授業担当者の指示のとおり 

地歴公民 
［日本史選択者］プリント課題 

（竹組日本史選択者：テーマ学習発表準備） 
 

 

      の行事予定  

 

 

９ 火 始業式 授業開始（４０分授業１～７限） 20  土 ［AM］授業日 

10 水 ≪委員会≫ 21 日 第３回英語検定（１次） 

13 土 センター試験 24 水 マラソン大会 

14 日 
センター試験  

オーストラリアターム留学出発 

25 木 ３年生期末試験（～29 日（月）） 

27 土 第３回漢字検定 

17 水 ≪学年集会≫ 
30 火 

３年生家庭学習日  マラソン大会予備日 

［LHR（１・２年）］合格体験談 
19 金 

第４回進路確認テスト（１年全員） 

進研模試（２年特進） 31 水 ≪委員会≫  ３年生特別日課 

※２４日が悪天候の場合、マラソン大会は３０日に実施します。 

 マラソン大会の事前健康調査の紙は、９日回収です。お忘れなく。 

学校ホームページ 

「http://www.uminohoshi-h.ed.jp/」 

http://www.uminohoshi-h.ed.jp/
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各担当者からのメッセージ 

 

生徒部より －冬期休暇を迎えるにあたって－     生徒部長  鬼石勇樹 

早いもので、今年も残すところあと数日となりました。先日、2017 年の漢字は「北」と発表さ

れました。主な理由は、「北」朝鮮の弾道ミサイルの脅威、ドラフトで話題の清宮選手とメジャー

挑戦で話題の大谷選手が所属する「北」海道日本ハムファイターズ、「北」海道産ジャガイモが不

作となり、ポテトチップスが一時期販売休止となった「ポテチショック」などでした。 

2017 年は本校にとっては共学元年となり、初の男子生徒を迎え新たな校風づくりの一歩となり

ましたが、お子様とご家族にとってどのような 1年だったでしょうか。年末年始は、ご家族で過ご

す時間が普段よりも多くなると思います。お子様が今学期を振り返り、新たな目標を定めて、2018

年を迎えられるようにご家庭でもご指導をお願いいたします。 

この冬期休暇が、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。 

 計画的な学習を生活の柱とし、規則正しい生活をする。 

 携帯電話に依存しない生活を送り、インターネット上のトラブルに巻き込まれないよう 

にする。（※未成年が使用する携帯電話（スマートフォン含む）にはフィルタリング設定が 

                                                               義務化されています） 

 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、小中学生の手本となる身嗜みや言動をとる。 

 外出時には必ず身分証明書を携帯する。             

 外出したら安全のために 21時までに帰宅する。 

 交通事故を未然に防ぐために、交通規則・マナーを遵守する。 

 高校生にとって不健全な場所へは出入りしない。また、友人宅も含めて外泊は禁止する。 

 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。 

（無断アルバイトは処罰の対象となります） 

 どんな場合も飲酒、喫煙、薬物使用は絶対にしてはいけない。 

 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（TEL：（053）454-5376 FAX：（053）453-4719）に

連絡をしてください。 

✎進路部より                       進路部長  佐藤大介 

いよいよセンター試験が近づいてきました。しかし、本校では推薦入試やＡＯ入試で進学先を決

定していく生徒が多いため、センター試験出願者が少なく、世間一般では受験本番という雰囲気に

なってきても、校内での受験ムードはピークを越えて下がり気味となってしまっています。受験者

が少数派であるため、当人たちがモチベーションを維持するためにも、より周囲の気遣いが大切と

なって来る時期なのです。これから本番をむかえる生徒たちのために、進路先が内定している皆さ

んのご家庭でも、１月の学年末試験まで高校生として気持ちを切らさないようご指導ください。 

１・２年生保護者の皆様へ。2 月 3 日（土）14：00～本校にて「進学に関わるマネープランと保

護者の進路サポート」という内容で、進路ガイダンスを開催いたします。詳細は別紙のご案内をご

確認ください。また、冬休みということでお子様と過ごす時間も普段より増えると思います。これ

を機に、将来の夢・志望校・学力、親御さんの人生観・職業観、ご家庭の経済事情などを話し合っ

ていただければと思っております。よろしくお願いいたします。  

http://www.exblog.jp/blog_logo.asp?slt=1&imgsrc=201009/18/66/c0194866_11423194.jpg
http://www.exblog.jp/blog_logo.asp?slt=1&imgsrc=201009/18/66/c0194866_11423194.jpg
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✎ＴＯ１学年                         １学年主任 川口多加 

去る 12月 17日に、降誕祭「ステラサンクタクリスマス」を実施しました。保護者のみなさまを

はじめたくさんのお客様にご来場いただき、皆で愛と平和を祈る時間を持つことができました。開

催に当たり、保護者のみなさまにはさまざまな形でご協力いただきまして、ありがとうございまし

た。ご存知の通り、クリスマスはキリストの降誕を祝う祝日ですが、12 月にお生まれになってく

ださったことに感謝したい気持ちになります。何かと慌ただしく、殺伐とした気分になりがちな年

の瀬に、毎年この時間を持つことができる心の豊かさを大切にしたいものです。 

さて、クリスマスの次は年末年始のもろもろです。高校生もいつもより家事を手伝う機会が持て

るのではないでしょうか。大人への準備として、ぜひいろいろな体験をしてほしいと思います。 

✎ＴＯ２学年                         ２学年主任 土井則子 

 本校は、1956 年創立以来、地域社会あるいは世界を股にかけ活躍する数多くの卒業生を輩出し

ております。その一人に今年 4月に行われた創立記念日において全校生徒の前で講話していただい

た古山彰子さんという方がいらっしゃいます。現在ＮＨＫ国際部記者として活躍しております。 

先日、国連における核兵器禁止条約の採択を推進した ICAN（核兵器廃絶国際キャンペーン）が

ノーベル平和賞を受賞したことは私たちの記憶にまだ新しいことと思います。古山さんは、その

ICANの中核となるベアトリス・フィン事務局長に英語で単独インタビューをし、その取材内容が

様々な形で放送内容となっております。彼女は、その他世界における貧困問題、児童労働問題等に

ついても、実際現地に赴きできるだけ生の声をありのままに伝える報道活動をおこなっています。

古山さんが手掛けた報道作品を見るたびに、彼女の内なるジャーナリスト魂を感じます。 

高校時代の英国留学、大学時代の難民施設でのボランティア活動が今の古山さんの原点であると

聞いております。この十代、二十代の早い時期に、机上の学習だけでなく、自分の目で見、耳で聴

きそして肌で感じることで自分の将来における‘ミッション’に出会うことが多いように思います。

卒業生古山さんのレポートをご覧になりたい方はぜひ次のアドレスにアクセスしてみてください。 

http://www3.nhk.or.jp/news/web_tokushu/?utm_int=all_header_menu_tokushu-web 

✎ＴＯ３学年                       ３学年主任 鈴木富美子 

12 月中旬の週末に富塚のカトリック浜松教会では、ホームレスの方たちを招いてクリスマスの

食事会を行ったそうです。今年も生徒たちがクッキーを焼いて教会へ届けました。クッキーにはひ

とりひとりが描いたメッセージやかわいいイラスト入りのクリスマスカードが添えてあり喜んで

くださったとうかがいました。浜松駅周辺でホームレス食事支援ボランティアを続けているエスペ

ランサという団体があります。30 年前に来日したブラジル人の神父さまがホームレスの多さに驚

いて始めた活動だそうです。本校のある 3年生は、この活動に今年の夏から参加していて、先週末

も凍てつく寒さの中、荷物を運びおにぎりを配り、温かいスープや熱いお茶をすすめていました。

石けんやひげそり、絆創膏がほしいという求めに応じ、一緒に活動する年齢の離れたブラジル人ボ

ランティアと楽しそうに話をする彼女の笑顔がとても印象的でした。すぐに解決できることの方が

少ない現代社会ですが、自分以外の人たちの喜びや痛みにも寄り添う心を持ち、今自分ができるこ

とを行動に移せる彼女の柔軟性と行動力に大切なことを教えてもらった気がします。プレゼントを

心待ちにすることが多い季節ですが、知らないうちに誰かに助けられていることがたくさんあるこ

とを忘れず、直接関わりがなくても、さびしい思いをしている誰かにプレゼントを届ける喜びを知

ってもらえたらと願っています。 

年明け早々の入学試験を控え、緊張の年越しを迎えようとしている生徒たちがいます。今年はセ

ンター試験までの日数が史上最短とあって、残り 3週間ほどになりました。試験に臨む生徒たちが

最後まで目標に向けて力を発揮できるよう全力でバックアップしたいと思っています。ご家庭でも

もう一息の伴走をどうぞよろしくお願いいたします。 

http://www.exblog.jp/blog_logo.asp?slt=1&imgsrc=201009/18/66/c0194866_11423194.jpg
http://www.exblog.jp/blog_logo.asp?slt=1&imgsrc=201009/18/66/c0194866_11423194.jpg
http://www.exblog.jp/blog_logo.asp?slt=1&imgsrc=201009/18/66/c0194866_11423194.jpg
http://www3.nhk.or.jp/news/web_tokushu/?utm_int=all_header_menu_tokushu-web

