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聖星            浜松聖星高等学校通信 2017年度 No．11  

                                 Ｈ30．1．31 発行 

  

 理事長挨拶              浜松海の星学院理事長 北脇保之  

1 月も末となりましたが、改めて新年おめでとうございます。 

 昨年は本校にとって大きな変革の年でした。おかげさまで共学化は順調に軌道に乗っており、平

成 30 年度も今年度に引き続き多くの入学者が見込める状況です。また、進路実績については、現

3 年生は人数が少ないにもかかわらず、難関国立大学合格者が出るなどそれぞれ頑張っていますし、

部活動も吹奏楽部を筆頭に、演劇部、陸上部、剣道部など全国、あるいは東海レベルで活躍してい

ます。 

 新生浜松聖星高校への大きな期待に応えるためには、日常の授業や学校行事、部活動などをさら

に充実させていかなければなりません。生徒たちが充実した日々を過ごし、高い学力と人間性を身

につけた結果として、希望の進路を掴みとることができれば、これほど素晴らしいことはありませ

ん。この目標に向かって学校一丸となって努力してまいりますので、今年もよろしくお願い致しま

す。 

 学校長挨拶                       重信 明利 

新年あけましておめでとうございます。 

保護者の皆様におかれましては、昨年本校の教育活動に対し多大なるご協力をいただき、誠にあ

りがとうございました。本校職員を代表してお礼申し上げます。また、今年もお子様の学習指導、

生活指導、進路指導等、全力で邁進していきたいと思います。どうか昨年に引き続き変わらぬご協

力をお願い申し上げます。 

さて、今年 4 月には本校が共学校になって 2 年目になります。すべてのことが手探り状態、試行

錯誤の繰り返しだった平成 29 年度に比べ、様々なところで前年度の再評価を行いながら学校運営

をしなければならない年度がこの平成 30 年度となります。ある意味これからの聖星高校の方向性

を決めていく重要な年度です。なによりも念頭に「国際教養教育」と「心の教育」を進めながら、

学校生活における生徒の「安全」を第一に心がけていきたいと考えています。 

保護者の皆様もこの「チーム浜松聖星」の一員として、お子様たちのサポートをお願い致します。 

 学院長挨拶                      谷口 日美子 

中庭の花壇の土がこんもりと上がっているので近づいてみると霜が降りていました。「地は

うつくしい気持をはりきって耐(こ)らえていた その気持を草にも花にも吐(は)けなかった 

とうとう肉をみせるようにはげしい霜をだした」（八木重吉）寒さの中で逞しさを見せてくれ

る土の勢いを感じながら顔を上げると木蓮のつぼみが膨らみ始めているのです。寒さで身をか

がめる自分を恥ずかしく思いながら、澄んだ空気と太陽の日差しでどのような状況の中でもい

のちが育まれていることに感動を覚えました。その傍らで生徒たちは心身を鍛えようと校内を

走っています。最近の人間の予測をはるかに超えて起こる自然災害や悲惨な事件、緊張感が続

く世界情勢は知らず知らずのうちに私たちの心を重くしてしまっているのではないでしょう

か。このような今だからこそ一人ひとりの輝きや豊かさが待ち焦がれているのではないかと思

います。生徒一人ひとりにエールを送ります。皆さまもどうぞよろしくお願い致します。 
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マラソン大会実施報告  ―１月２４日（水）小笠山総合運動公園エコパにて― 

冷え込みの厳しい冬空の下、毎年恒例のマラソン大会を１月２４日（水）に実施しました。 

晴天に恵まれ、気持ちのいい大会となりました。風が強く 

吹く中、参加生徒はそれぞれ自分のペースで男子は約８㎞、 

女子は約５㎞のコースを走り切りました。生徒への力強い 

励ましと温かいご協力、ありがとうございました。 

―大会記録・上位入賞者―  

【女子】          【男子】 

位 平井美羽（2蘭 /18′51″）   位 天野佑哉（12 /21′03″） 

位 市丸海夢（2竹 /19′30″）   位 松浦 諒（12 /21′32″） 

位 杉山心佳子（18 /19′31″）  位 太田彩斗（16 /21′55″） 

位 天野由麻（15 /19′33″）   位 山口真凜（14 /21′56″） 

位 鈴木香帆（２竹 /19′41″）   位 堀部涼真（15 /22′25″） 

位 金子麻衣（2蘭 /19′52″）   位 岩瀨稜河（13 /22′40″） 

位 原田梨世（13 /19′57″）   位 小山翔大（14 /23′13″） 

位 中村歩理（16 /20′22″）   位 加茂賢季（11 /23′25″） 

  位 寺本小雪（13 /20′28″）   位 鈴木凜太郎（12 /23′29″） 

位 清水胡桃（２梅 /20′36″）   位 馬場愛也（11 /23′30″） 

 進路行事報告  ―１月３0日（火）ＬＨＲ時― 

１･２年生を対象に、現在進学先や就職先が決定している３年生の合格体験を聞く会が実施

されました。実体験に基づいた具体的な取り組みについての先輩方の生の声やアドバイスは、

必ず一人一人の進路決定の参考となると思います。それぞれの話を聞いて心に残ったことなど

を、ご家庭でも是非共有してください。  

 

TEL：（053）454-5376  FAX：（053）453-4719 

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

３ 土 

［AM］授業日  

［PM］保護者対象進路説明会 （１・２年） 

［PM］TOEIC（希望者） 

18 日 第３回英語検定２次 

21 水 ≪全校集会≫ 

23 金 ≪委員会≫ 

５ 月 入試準備 短縮４５分×４限まで授業 25 日 吹奏楽部定期演奏会 

６ 火 入学試験  【家庭学習日】 27 火 [AM]送別会 

７ 水 入学試験  【家庭学習日】 
28 水 

[AM]短縮 40 分×４限授業 

[PM]表彰式・卒業式予行演習 
８ 木 

進研マーク模試（２年特進 5・6 限） 

40 分授業、７限・補講カット  

９ 金 進研マーク模試（２年） 

学校行事や各部活動の報告等は、 

HPにも掲載しています。 

学校通信もカラーで掲載中です。 

の行事予定 🌸 ３年生の登校日は、２月２７日（火）・２８日（水）の２日間です。 
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各担当者からのメッセージ 

 

✎生徒部より － 安易な投稿に注意！ －        生徒部長  鬼石勇樹 

平成 29 年度の締め括りの学期がスタートしました。本校では、幸いなことに年末年始を含めた

冬期休暇中の事故・事件の報告はありませんでした。これもご家庭のご協力あってのことです。改

めて感謝申し上げます。また、３学期もよろしくお願い致します。 

さて、本校では２学期に外部講師を招き「携帯電話マナー教室」を開催しました。当日は、スマ

ートフォンの普及に伴うマナーの乱れやインターネットを利用した悪質な犯罪やその被害につい

て、改めて学びました。最近の事例では、未成年のスマートフォンを使用したトラブルは、契約者

である保護者の責任を問われる場合もあるようです。いわゆる「青少年ネット規制法」では、保護

者によるフィルタリングサービスの申し出を義務付けています。 

また、本校でも、業者に委託し「スクールネットパトロール」を実施しています。業者からは、

インターネット上に学校名・部活名・個人名・写真などを生徒自らが投稿している報告があります。

安易に個人情報をインターネット上に投稿することは、予期せぬトラブルを招くことがあり危険な

行為です。ご家庭でも携帯電話及びインターネットの利用マナーやルールについて話し合う機会を

ぜひつくっていただきたいと思います。 

下の事例は、実際に静岡県の高校生が関わったトラブルです。 

📵 生徒がインスタグラムに飲酒行為等の違反画像を安易に投稿した。その画像を閲覧した者

が学校に連絡し、個人が特定され処罰を受けた。 

📵 生徒がツイッター上で、ある成人女性とトラブルになった。相手女性は、生徒の制服がう

つっていた画像から、在籍している高校を探し出し、学校に苦情の電話をしてきた。 

（ツイッター上には、学校名や個人名等は載せていなかった） 

📵 生徒が SNS 上に投稿した顔写真を悪用された。本人の知らないところで、出会い系サイト

に登録され、拡散被害にあった。 

✎進路部より                       進路部長  佐藤大介 

３年生の一般受験を控えた保護者の皆様へ 

一般入試が始まりました。心労甚だしい毎日だと拝察いたしますが、皆様の焦りはご息女に大き

なプレッシャーを与えます。平常心を保ち、和やかな雰囲気作りをすることで、お子様をサポート

していただきたいと思っております。２月からは家庭学習期間となりますが、開校日には学校でも

勉強することができます（浜松聖星高校入学者選抜学力検査日等ご注意ください）。質問するため、

生活リズムを崩さないため等、ご息女に都合の良いように利用していただきたいと思っております。

私ども教員も、頑張っている生徒達を精一杯フォローしていきます。 

１・２年生の保護者の皆様へ 

２年の３学期は「３年０学期」と呼ばれています。実際に３年生は家庭学習期間に入り、校内で

は２年生が最上級生となるからです。進路決定への準備はすでにスタートしているのです。ＡＯ入

試等で、今年度７月に進路が内定していた者も数名おりました。１･２年生は昨日のＬＨＲで３年

生１０名から、合格体験談を聞きました。進路選択を自分のこととして真剣にとらえ、今後しっか

りと目標を定めることができるよう、ご家庭でも進路について、親子の会話を重視していただくよ

うお願い申し上げます。なお、１・２年生の保護者の皆様対象に、２月３日（土）午後２時より、

本校学習センターにて進路ガイダンスが実施されます。直前でも構いませんので、参加ご希望の際

は、お子様を通して担任まで申し込み用紙をご提出ください。 
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✎ＴＯ１学年                         １学年主任 川口多加 

３学期に入り、１年の高校生活を振り返る時期になりました。入学当初に立てた目標は達成でき

ているでしょうか。３月までに、忘れていたことやこれまでやり残したことに取り組めるよう意識

していきましょう。 

一方、「最強寒波」「今季最低気温」など、聞いただけで震えがくるような真冬の言葉を耳にする

季節です。インフルエンザによる出席停止の生徒も毎日のように報告されています。１月には、模

試やマラソン大会などの行事がありました。また、４名の１年生が真夏のオーストラリアにターム

留学に出発しました。２年後の１月には、現行方式最後の大学入試センター試験を受験する生徒も

多いと思います。何をするにも体が資本です。学校でもエコ加湿器やセラ水など対策をしています

が、ご家庭でもできるだけ規則正しい食事や生活習慣をご提供いただいて、ご家族ともに元気に冬

を過ごしていただきたいと思います。 

✎ＴＯ２学年                         ２学年主任 土井則子 

１月初めに、同窓会主催の「成人を祝う集い」が本校体育館で行われました。毎年、その行事に

は、成人式を終えたばかりの卒業生があでやかな晴れ着姿で集まります。中には、午後に予定され

てしまった中学校単位の市主催の成人式に出席する前に、せめて挨拶だけでもと足早に母校を訪ね

てくれる卒業生もいます。 

クラス写真撮影後、卒業生たちは次から次へと彼女たちの成長を思わせる近況を伝えてくれます。

「先生、今年夏からアメリカへ留学します！自信がないけど自分を試したいです。」「フィットネス

クラブのインストラクターとして就職が決まりました！」と。また、子育てにひと段落した親御さ

んからも「子供が東京へ大学に行った後、今は小学校の外国人支援教室で日本語教師として働いて

います。」とライブ感あふれるお話を伺うこともできます。 

集いを終えた帰りの車の中で改めて私学の良さを実感しました。私立の学校というのはいわば何

世代にもわたる‘Family’なのです。多少変わることはありますが、いつ来校しても、卒業した当

時の教室、机、いすがそこにあり、何よりも自分が教わった先生が笑顔で迎えてくれます。私自身、

その私学の魅力に取りつかれ、母校卒業後、母校に就職し現在に至っております。今後、聖星高校

を愛する在校生、卒業生が益々増えていくことを心から願います。 

✎ＴＯ３学年                        ３学年主任 鈴木富美子 

１月の学年集会では冬休みに地球の裏側マチュピチュまで足を伸ばした社会科の先生が、たくさ

んの写真を見せながら世界遺産の魅力や文化の違いを語ってくれました。生徒達はまだ見ぬ海外へ

の夢を膨らませながら熱心に耳を傾けていました。日本史の授業では好きなテーマを、英語の授業

では自由のために闘った歴史上の人物を調べて発表するという授業を行いました。担当の先生によ

ると、個性的なテーマが多く驚くほど細かいまで調べてあったそうです。自分の言葉で伝えるのは

難しかったけれど楽しかった、と生徒の感想文にありました。若いときに見聞きしたことは深く心

に刻まれ、心を動かし、さまざまな方向への思考へとつながり、これからの人生を左右すると言い

ます。３年間学んだことが自分以外の誰かのために力を尽くす原点になることを願っています。 

３年生はこれから１ヶ月、家庭学習期間です。受験をする人たちは、やってきたことを信じて最

後まで自分の力を発揮してきてください。努力は裏切らないはずです。就職する人たちは社会人と

して何を求められるか考えながら、進学する人たちは入学後に一般受験生と肩を並べて学ぶことを

心に留めて、今やっておくべきことに取り組んでください。 

 保護者の皆様、卒業まで残り少なくなりました。晴れやかな気持ちで卒業式を迎えられますよう、

どうぞご家庭でもサポートをお願い致します。 
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