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聖星            浜松聖星高等学校通信 2018年度 No．1  

Ｈ30．4．6 発行 

 

 理事長挨拶              浜松海の星学院理事長 北脇保之  

  共学化 2 年目となる今年、191 名（うち男子は 57 名）の新入生を迎えることができました。 

 今の学校教育に求められているものは、単なる知識の習得ではなく、知識を基に思考し、判断し、表

現する総合的な人間力の養成です。このような力をつけるためには、部活動や学校行事等での経験も

大事ですが、学校生活の中心を占める授業が何より重要です。先生や他の生徒の話を聞く、自分の頭

で考える、自分の意見を発表する。これらはすべて人間力の育成につながります。聖星高校は常に生

徒が充実した学校生活を送れるよう努めてまいりますので、今年も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 

新入生を迎え平成 30 年度が始まりました。新入生の皆さま、ご入学おめでとうございます。新 2・3

年生の皆さま、ご進級おめでとうございます。 

今の気持ちはいかがでしょうか。期待と少しの不安が入り混じっているでしょうか。 

本校正門を入ると両手を広げてわたしたちを迎えてくれる恵みの聖母像が立っています。晴れの日も

雨の日も風の強い日もどのような日も「大丈夫、さあ、いらっしゃい」とわたしたちを招いています。

新しい年度を一緒に歩き出しましょう。皆さまが健康に恵まれ、充実した高校生活を送られるよう心よ

りお祈りしています。保護者の皆さま、そしてご支援してくださる関係者の皆さま、本年も宜しくお願

い致します。 

 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、心よりお祝い申し上げます。 

 さて、今年、2018 年はロシアでワールドカップが開催されることから、日本チームのみならず全世

界のサッカーのサポーターたちが熱く燃える一年になることは間違いありません。強いサッカーチーム

は優秀なプレーヤーに指導力のあるコーチ、そして熱心なサポーターが必ずそろっています。この三つ

の要素のどれ一つ欠いても強力なチームはできません。これは学校も同じです。優秀な生徒（プレーヤ

ー）、力のある教師（コーチ）、熱心な保護者（サポーター）がそろって初めて強力な学校が完成します。 

我々教師団はこの一年、研修を重ね、指導者としての実力を研き、授業あるいは部活動に臨んでいき

たいと思います。保護者の皆様もお子様については言うに及ばず、この浜松聖星高校を熱くサポートし

ていただきたいと思います。 

 

 2018 年度 生徒数   

１年 191人 

２年 240人（うち 2名イギリス、8名カナダに留学中） 

３年 147人               [計 578 名]  
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 2018 年度 職員紹介      ※（担当教科/部活動顧問） 

理事長 北脇 保之  学院長 谷口 日美子  校長 重信 明利（テニス）  教頭 児玉 美奈子（吹奏楽） 

講師 （国）宮地 裕絵  立石 美恵  村松 蕗野 ／ （英） 新林 愛  厚木 貴光  ﾌﾗﾝｸ・ﾊﾟｰｶｰ ／  

（数）曽根 ひとみ  平野 誠英  岩堀 千明 ／ （理）星野 望美  野中 政克 ／ （地歴）梅林 俊哉 ／  

（保健体育） 鈴木 杏実 ／ （情）園川 香おり ／ （家庭）高橋 敬子  島谷 有紀 ／ （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 ／ （ALT）ｼﾓｰﾝ・ﾛｼｪﾙ 

図書 小林 幹枝（司書） 

事務 櫻井 伸吾（事務長） 鈴木 あゆみ  伊藤 知奈  高田 佳奈  長嶋 侑平  平野 晴巳 

校医 （カウンセラー）友野 圭子 

 

 ２０１8 年度 前期生徒会執行部・末広会役員紹介 

＜生徒会＞ 会長    岡田 望乃茄（３松） 

副会長 松尾 凛子（３松） 浅原 芽衣（25） 

 書記・会計 鈴木 ひなの（３松） 内藤 綾乃（27）野本 尚暉（27） 

広報  神谷 真理子（25） 平野りな（23） 山内 夢花（25） 

 

＜末広会＞  会長  杉山 理花（３松） 

班長 三幸の園訪問班：増田 未来（３竹） 聖隷厚生園訪問班：鈴木 涼華（２３） 

静光園訪問班：上田 千草（３蘭）   ｸﾘｰﾝ・ｴｺﾛｼﾞｰ班：佐野二千夏（２７） 

 

TEL：（053）454-5376  FAX：（053）453-4719 

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

１

年 

１１ １２ １３ １４ １５ １６ 

黒川 竜伯 

（国/剣道） 

美和 裕子 

（地公/ﾀﾞﾝｽ） 

村松 由佳理 

（宗/合唱・弓道） 

児玉 恵一 

（理/ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ） 

白畑  霞 

（地公/女ﾃﾆｽ） 

中村 隆之 

（英/英語） 

学年主任/鈴木 富美子（英/ｸｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｲｼｭｰ研究）  

副担任/鬼石 勇樹（地公/剣道）  今田 裕子（養護）  金原 博洋（国語/女ﾊﾞｽｹｯﾄ） 
 

 

２

年 

２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ 

砂子 幸弘 

（英/吹奏楽） 

鈴木 瑶介 

（数/男ﾃﾆｽ） 

土屋  敦 

（体/陸上競技） 

木村 維幸 

（英/女ｻｯｶｰ） 

勝野 有紀子 

（理/書道・美術） 

小林 太士 
（理/男バスケッ

ト・ｻｲｴﾝｽ） 

清水 あす香 

（英/茶華道） 

学年主任/川口 多加（国/演劇） 

副担任/小笠原 祥子（理/ｻｲｴﾝｽ）  石川 雅也（体/女ﾊﾞｽｹｯﾄ）  池山 直樹（数/ｻｯｶｰ） 

３

年 

梅 蘭 菊 竹 松 

  須山 紘未 

（国/吹奏楽） 

伏見 萌 

（地公/弓道） 

伊藤 大介 

（体/男ｻｯｶｰ） 

今泉 孝夫 

（数/情報処理・

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ） 

ﾌﾞﾗｯﾄﾞﾘｰ 

（英/男ﾊﾞｽｹット） 

学年主任/土井 則子（英/日本舞踊・英語） 

副担任/清水 明子 （国/放送）  佐藤 大介（数/ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ） 
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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９日（月）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 2７日（金） 末広会／4 月 2６日（木）まで 

 

 

の行事予定 

5 木 入学式・保護者オリエンテーション 18 水 ≪学年集会≫ 

6 金 

始業式・新任式・新入生オリエンテーション 20 

 

金 

 

内科検診（13:20～）   

[放課後]看護系ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ講演会（2・3年希望者） ２・３年生第１回進路確認テスト（２～６限） 

（2 年スタサポ、３年実力判定テスト） 21 土 [AM]授業日 

7 土 健康診断（1～3年）、ＬＨＲ   [PM]大学・短大・専門・就職合同進路説明会（2,3 年） 

9 月 1 年 PG・授業開始 24 火 歯科検診（9：00～） 

10 火 １年第 1 回進路確認テスト（スタサポ 1～5 限） 25 水 尿検査１次  ≪全校集会（連休中の諸注意）≫ 

11 水 
≪委員会≫※朝放送にて認証式 

創立記念式典（6限） 

27 金 内科検診（13:20～）   

28 土 【昭和の日】 あしなが学生募金（予定） 

16 月 内科検診（13：20～）  平日補講開始 29 日 あしなが学生募金（予定） 

17 火 遠足  

❀6月 1日（金）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 30 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 9:40 第2限

  10:35   10:25   10:15    10:50     10:30

第3限   10:45   10:35   10:25    11:00     10:40 第3限

  11:35   11:20   11:05    11:40     11:30

第4限   11:45   11:30   11:15    11:50     11:40 第4限

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

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）


