
1 

 

の予定 

聖星            浜松聖星高等学校通信 2018年度 No．3  

                                  Ｈ30．5．31 発行 

  

 理事長挨拶             浜松海の星学院理事長 北脇保之  

AI（人工知能）など ICT（情報通信テクノロジー）の発達が人間社会を大きく変えようとしてい

る中、聖星高校でも、学習面をはじめ、成績処理等の教務や生徒募集・入試等の校務など学校運営

の各分野にわたって総合的に ICT の導入に取り組んでいます。生徒たちには、情報検索だけでなく、

文書資料の作成、プレゼンテーション、プログラミングなど創造的・生産的な活動に活かせる ICT

能力を育てていきたいと思います。 
 

  “マリア祭”開催    －５月２９日（火）LHR 本校体育館にて－ 

 カトリック教会では、５月をイエス・キリストの母である聖母マリアの月と定めています。カトリ

ック系ミッションスクールである本校でも、女性の模範とされる聖母マリアを讃え、厳粛な雰囲気

のなかで感謝の祈りを捧げました。また、生徒を代表して各クラスの宗教委員が献花とろうそくの

奉納を行いました。お花のご協力、ありがとうございました。 
 

    第１回面談週間について  

 5 月 28日（月）～6月 6日（水）に、クラス担任と生徒との二者面談を実施します。面談週間は

45 分の短縮授業となりますのでご理解ください。並行して、ベリタスプラザの準備期間となり、放

課が 16:30 となりますのでご承知おきください。※5/30（水）、5/31（木）、6/1（金）は除く。 
 

 ベリタスプラザについて 一般公開日 6 月９日（土）9：30～14：30 

今年度のテーマは「Global」です。詳細はお便りにて後日改めてご案内いたします。多くの方の

ご来場をお待ちしています。また、駐車場はございませんので、お越しの際は公共交通機関をご利

用ください。よろしくお願い致します。 

 

 

  

 12 火 ［LHR］模擬面接（3 年）進路ガイダンス（1 年） 

1 金 [AM] 40 分授業 [PM] PTA 総会 13 水 耳鼻科検診 

2 土 [AM] 授業 15 金 第１回漢字検定 

3 日 第１回英語検定１次 16 土 [1,2 限] 授業  [3,4 限] TOEIC Bridge 

4 月 面談週間 45分授業 16:30放課 19 火 ［LHR］薬学講座 

5 火 面談週間 45分授業 16:30放課 20 水 ≪全校集会≫ 

6 水 面談週間 45分授業 16:30放課 26 火 ［LHR］進路ガイダンス（2 年） 

7 木 ベリタスプラザ準備日（終日） 27 水 1,2 年進研模試  ≪委員会≫ 

8 金 ベリタスプラザ （校内発表日） 
29 金 

45 分授業  ［PM］授業参観（５・６限） 

［放課後］英語スピーチコンテスト 9 土 ベリタスプラザ （一般公開日） 

11 月 【ベリタスプラザ代休日】 30 土 [AM] 授業  3 年特進進研模試 

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
http://www.material-land.com/view__1305__0.html


2 

 

 
平成３０年度 部活動所属人数                 （５月末現在） 

部活名 顧問 部長 １年 ２年 ３年 計 

女子バスケットボール 石川・金原 ３蘭 坂口 可恵 ８ ２０ １３ ４１ 

男子バスケットボール 小林・ブラッド ２４ 鈴木 舜介 ７ １２  １９ 

剣道 黒川・鬼石〈中原〉 ３竹 鈴木 結香 ７ ６ ８ ２１ 

陸上競技 土屋敦〈梅林〉 ３菊 清水 胡桃 １１ １６ ８ ３５ 

バドミントン 児玉恵・佐藤・今泉 ３梅 鈴木 日緒理 １５ １５ ７ ３７ 

弓道 伏見・村松 ２５ 原口 理菜 ５ ６ ０ １１ 

女子テニス 白畑・重信 ３竹 鈴木 唯美 ６ ６ ７ １９ 

男子テニス 鈴木瑶・重信〈鈴木忠〉 ２３ 松本 一志 ６ ３  ９ 

女子サッカー 木村・伊藤・池山 ３菊 平田 結菜 ３ ３ ５ １１ 

男子サッカー 伊藤・木村・池山 ２６ 山下 航希 １７ １２  ２９ 

ダンス 美和〈横井〉 ３松 柴田 桃 １０ ７ ４ ２１ 

吹奏楽 
児玉美・須山・砂子 
〈土屋史・伊藤梨〉 

３竹 北川 梨乃 ２７ ３５ ２５ ８７ 

演劇 川口 ３蘭 石丸 鈴菜 ６ ３ ９ １８ 

放送 清水明子 ３蘭 榎田 桃花 ３ ３ ３ ９ 

合唱 村松 ３竹 小島 由希名 ３ ５ １ ９ 

日本舞踊 土井〈杉村〉 ３竹 濵田 さくら １ １ ５ ７ 

茶華道 清水あす香〈川瀬・野末〉 
３竹 

２４ 

髙山 桜、 

鈴木友梨香 
６ ４ ５ １５ 

書道 勝野〈岡村〉 ３蘭 佐々木 風歌  ６ ３ ５ １４ 

美術 勝野〈柘植〉 ３梅 鈴木 春香 ０ ６ ２ ８ 

情報処理 今泉〈園川〉 ３竹 中西 琴音 ３３ ２９ １８ ８０ 

英語 中村・土井・シモーン ３松 尹藝燕 １８ ４ １０ ３２ 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｲｼｭｰ研究 鈴木富美子 ３松 松尾 凜子 １０ ８ １ １９ 

サイエンス 小笠原・小林 ３松 井上 彩花 ６ ７ ６ １９ 

 平成 30 年度 前期末広会所属人数 計６２名             （5 月末現在） 

三幸の園訪問班 1３名 聖隷厚生園訪問班 ５名 静光園訪問班 1１名 ｸﾘｰﾝ･ｴｺﾛｼﾞｰ班 1８名 

 

 

 

 

 

 

TEL：（053）454-5376  FAX：（053）453-4719 

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

 

今年度も、それぞれの活動への応援をどうぞよろしくお願い致します！ 

部活動の大会結果等、ＨＰにも随時掲載しています。ぜひ、ご覧ください。 
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 各担当者からのメッセージ 

 
  今月より３回にわたって、各学年担当の教員紹介を掲載します。第１回は１学年です。 

〔  〕内担当教科 

１学年 学年主任 鈴木富美子〔コミュニケーション英語Ⅰ〕担当クラス：13,14,15HR 

Anyone who has never made a mistake has never tried anything new. 「失敗したことがな

いという人は新しいことに何も挑戦したことのない人なんだ」1年生のチャレンジリストにある

アインシュタインの言葉です。勇気をもって新しいことに挑戦し、その経験からいろいろなこと

を感じたり考えたりする姿勢を大切にしてほしいと願っています。 

 

11ＨＲ担任 黒川竜伯〔国語総合・現代文〕 担当クラス：11,12HR、27HR 

 新学期が始まり２ヵ月が過ぎました。そろそろ新しい環境にも慣れてきた頃だと思います。そん

な時だからこそ聖星高校へ入学するときに何を目標にしてきたか、もう一度思い出してください。

今の自分は入学当初の目標に進めているか、それともいないのか落ち着いて自分を見つめる良い機

会です。「奇跡は努力の積み重ねである」という言葉通り、努力をしていないものには奇跡が起き

る確率は低いと思います。時に努力には困難や苦しみが伴いますが、その先にある奇跡を掴み取る

ことのできる力を聖星高校で養ってもらいたいと思っています。そのサポートを全力でしたいと考

えています。 

 

12ＨＲ担任 美和裕子〔世界史Ａ・日本史Ｂ・日本史演習〕 

 担当クラス：12,14HR、27HR（文系）、３年竹,松組（日本史選択者） 

We shall never know all the good that a simple smile can do.（単なる笑顔であっても、私

たちには想像できないほどの可能性がある―マザー・テレサ） 

笑顔には、自分だけでなく周囲も幸せにする効果があります。温かい笑顔が広がるよう、常に自

分も“笑顔”でいることを心がけたいです。世界のさまざまな事象や文化が持つ歴史的意味と相互

のつながりを、素直でエネルギッシュな生徒たちと一緒に、楽しく探求していきたいと思います。 

 

13ＨＲ担任 村松由佳理〔宗教〕 担当クラス：全学年全クラス 

先日のマリア祭では、お花のご協力ありがとうございました。マリア像の周りを囲んだお花はと

ても美しかったです。生徒や保護者の皆様の祈りにあふれたよいマリア祭でした。今後の宗教行事

にもご協力よろしくお願いします。 

 

14ＨＲ担任 児玉恵一〔物理基礎・化学〕 担当クラス：11～16HR、27HR 

  Do not suppose opportunity will knock twice at your door. 

多くの人々はモノゴトの何が正しいかを知っている。やった方が良いか、やらなくても良いか判

断が迫られた時、明らかにやった方が良い、ということを知っている。しかし体がついていかない。

心はわかっているのに。日々の生活の中で様々な決断や選択を強いられる私たちですが、その行い

を持続することもまた非常に難しい。テストが近づかなければ、勉学は捗らないし、宿題が出なけ

れば勉強はしない。部活動のモチベーション。友人や家族との関係や将来の目標…。『六波羅密教』

のなかに「心の師とはなるとも心を師とせざれ」という言葉があり、これに感銘を受けたトルスト
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イは『汝の心に教えよ、心に学ぶな』といった。そういう精神に憧れる昨今です。 

 

15ＨＲ担任 白畑霞〔世界史Ｂ・現代社会〕 担当クラス：11,12,13,14,15,16HR 

生徒の皆さんには高校 3年間で自分の「強み」を発見し、それを磨いてほしいと思っています。

自分の強みを自覚している人は、社会に出て苦しい場面に直面した時にも強く生きていくことがで

きます。強みを発見するには、自分の力・可能性を信じてまず何かをやってみることが大切です。

何かに挑戦したいという生徒に対して、勇気が出るように、行動を変えられるように全力で応援、

サポートをしたいと考えています。よろしくお願い致します。 

 

16ＨＲ担任 中村隆之〔コミュニケーション英語Ⅰ〕担当クラス：11,12,16ＨＲ 

主に留学、海外研修、エンパワーメントプログラムなど国際交流の担当をしています。生徒の皆

さんには聖星高校での生活を通して、この広い世界の多様な人々の価値観を吸収していただき、自

分とは考えが異なる人たちに対しても寛容であり、器の大きな人間に育ってほしいと願っています。 

 

1 学年 副担任 鬼石勇樹〔世界史Ａ,Ｂ・地理Ｂ〕 

担当クラス：11,13ＨＲ、27HR,３年梅,菊,竹,松組 

今年度も生徒部として、4月初めの新入生オリエンテーションを実施しました。オリエンテーシ

ョンでは、全員が緊張した少し不安な面持ちでしたが、今ではしっかりと高校生活に順応し、生徒

一人一人が自分の目標に向かって進んでいる姿は、頼もしくも見えます。まだまだ、始まったばか

りの高校生活ですが、生徒が充実した毎日を送ることができるように、サポートしたいと思います。 

 

1 学年 副担任 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。保健室が生徒にとってリフ

レッシュできる場所となり、「また頑張ろう！」となれるような心身のサポートをしていきたい

と思っています。また本校には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。 

 

1 学年 副担任 金原博洋〔国語総合・特進国語補講〕 

担当クラス：14･15･16ＨＲ、27ＨＲ 

１学年の副担任となり、彼らとともに、私も聖星高校の１年目をスタートさせました。 

生徒たちとは１０年ほど歳が離れておりますが、新しい大事な１年目をともに歩んでいきたいと

思います。これから何卒よろしくお願いします。 

 

 

 

 授業参観およびスピーチコンテストのお知らせ 

  日時：6 月 29 日（金）午後 

   授業参観とスピーチコンテストを行います。詳細は後日生徒を通してご案内いたします。 
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