新しい入試改革への対応

時代を先取りした教育ノウハウを活かして、
「高大接続改革」への対応をしっかりと進めます
ＩＣＴ（情報通信技術）教育

「新たな価値の創造」
が求められるこの時代。
高校教育においても、

電子黒板やタブレット端末の利用に加え、パソコンを使っ

新しい時代に即した創造的人材の育成こそが、

てゲーム感覚で学ぶことのできる音声付アニメーション教材

大きなテーマとなっています。

「すらら（日本e-Learning大賞文部科学大臣賞 受賞）」を

そうした中で、浜松聖星高校は

今年度より導入し、国語の授業内で実施・活用しています。

長年にわたって培った総合力重視の教育ノウハウを通じて、

キャラクターと対話をしながら、基礎から丁寧に学ぶことが

「高大接続」
の入試改革に対応してまいります。

できるレクチャー・ドリル・テストにより、自分のペースに合
わせて学習内容の理解と定着、知識の活用を図ります。ま

教員(進路部長)

アクティブ・ラーニング

佐藤大介先生

新学習指導要領のコアである学力の３要素「知識・技能」
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た、英語と数学の授業の予習復習や、英検・数検等の資格
取得対策などの実践的なプログラムもあり、 やる気 に応じ
て自宅での学習をサポートします。

現在、日本の大学入試制度は大きく変わろうとしてい

開講し、3年生前半までの約2年間、毎月の添削指導を

「思考力・判断力・表現力」「主体性・多様性・協働性」を身

個々の学力に応じて問題のレベルが自動で変化する「難

ます。これは、2020年度から導入される「高大接続改

実施します。また、現代文の指導で全国的に人気の塾

につけるために、英語４技能の重視とアクティブ・ラーニング

易度コントロール」や、解けなかった問題の要因を探る「つま

革」に対応するものです。改革のねらいはズバリ、
「社

講師による特別講座も予定しています。さらに地歴公

の有効活用を行っていきます。そして、生徒の総合的な学力

ずき診断」によって、効率的に弱点を発見し、何度も繰り返

会で活躍できる人材」を育てること。そのために大学側

民科では、グループで意見を交わし合うアクティブラー

を入学時よりも飛躍的に伸ばし、新しい大学入試にも対応し

し復習することができます。

は、知識一辺倒ではなく、思考力・判断力・表現力、主

ニングをさらに進め、個々の生徒が「考え・聴き合い・

ていきたいと考えています。また、教員によるきめ細やかな個

さらに、学習支援システム「Classi」を利用し、学習ドリル

体性・協調性をも併せ持った学生を求めているので

発言し・まとめる能力」を養います。

人指導により学習意欲を向上させ、学習時間を確保すること

や動画の配信の他、学校生活や学習状況、成績記録機能を

す。こうした動きは、本校にとって強力な追い風になる

このほか、自ら考えて実行していく姿勢や先輩・仲間

で基礎学力の向上を図り、さらにアクティブ・ラーニングに

通じて、生徒一人一人の「進路実現のためのポートフォリオ

と考えています。なぜなら、本校は従来からペーパーテ

との協調性など人間形成に関わる部分で、部活動など

よってその理解を深めます。学力の向上が人としての成長に

（＝学びのアルバム）形成」を促します。これらの情報をもと

ストだけで学力を測るのではなく、表現力や理解力を

の課外活動が大きな成果を上げています。また共学化

つながり、グローバルな人材として世界で活躍できることを目

に、面談等でのアドバイス、新しい入試制度に対応した学習

含めた総合力こそが「真の学力」と捉え、そのための具

によって、当校の進路選択がますます多様化し、可能

指しながら指導していきます。

指導や進路指導を実施しています。

体的な教育ノウハウを教員全体で共有しているからで

性が拡がったことも大きなプラス要素です。

す。すでに、AO・推薦入試において、本校は確かな実

今、私たちの進路指導室には生徒たちがひっきりな

績を残しています。つまり、本校の教育は時代を先取り

しに相談にやってきます。みんな実に積極的で、
「もっ

する先進的なものだった、というわけです。今後も、こ

と学びたい」との想いで教養から特進へとコース変更

のような強みを活かして、新時代の入試対策に力を入

した生徒や、2年生の時から希望大学のプレゼミナー

れてまいります。

ルを受けて受験対策に取り組み、見事合格した生徒も

対策の一例を挙げると、まず「小論文の強化」です。

います。こうした、前向きに人生を切り開く先輩の姿

近年の入試では記述式テストや論文試験が増え、数学

は、後輩にとって何よりの励みになるに違いありませ

においても思考力がなければ解けない問題が増えてい

ん。ここ浜松聖星高校で、仲間たちと共に新たな価値

ます。こうした試験に必要なのは読解力や表現力です

を創造する力を育み、目指す進路へと着実に歩んでい

が、これらは短期集中では決して身に付くものではあり

こうではありませんか。一人ひとりのやる気を、私たち

ません。そこで本校では、1年生の秋から小論文講座を

教師は全力でバックアップしてまいります。

● 幅広い学力層の生徒に対応した
「個別プログラム」
● 国数英３科目の受講が可能（中学〜高校の基礎から応用まで）
● パソコンやタブレットで、
いつでもどこでも学習可能
● 英検･数検等の資格取得対策など、実践的なプログラムも有
● 個々の学力に応じて問題のレベルが自動で変化する
「難易度コントロール」機能
→学力を高めるために必要な問題を自動で判定・出題
● 解けなかった問題の要因を探る
「つまずき診断」機能
→つまずきの発見が可能
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CALL教室
大学等でも利用される先進的な語学学習支援コンピューター
システム
「CALL」を導入しています。一人1台のパソコンを配
置し、
サーバーを通して音声・映像・テキスト
・インターネットなどを
利用した授業を行います。英語を母国語とするブラッドリー先生
の指導で、
会話力の向上も図ります。

エンパワーメントプログラム
高校時代は様々な体験や人との交流を通して、
自分と深く向き

国際教養教育

合い将来の進路や方向性を考え始める大切な時期です。
エン
パワーメントプログラムは、
その多感な時期に米国のトップ大学

International liberal arts education

世界に通用する
「総合的な人間力」
を育てる
留学、
海外国内英語研修、
TOEFL等
英語資格・検定試験への取り組みなどによって、
世界に通用する人材を育成します。

と、多岐にわたるプロジェクトや交流を通して自分の個性に目を
向けさせ「生き方」
を考えさせる良い機会となります。言語は英
語を使いますので、
英語での表現力が鍛えられることは勿論で
すが、
様々な個性の外国人留学生たちと一週間共に語り合い、

❶ 自らの考えや意見を持ち、
それを他人に理路整然と伝える
ことの難しさを実感し、
その重要性を認識する。
❷ １つの事柄に対し、見方により様々な解釈が存在すること
を体感する。
❸ 自分の人生を自分で選択し、判断し、決断することの大切
さを体感する。
❹ 真の国際人とは何か、
またグローバルに生きることの意味
を考えさせる。
❺ 世の中で起きている多くのことが何らかの形で自分と関
わっているということに気付かせる。
❻ 自分をとりまく環境や状況に影響されない自己判断と自己
責任の大切さについて考えさせる機会を与える。

彼ら彼女らの世界観に触れることは刺激的であり異文化に対
する理解を深め人間的な成長を促してくれます。

対象：特進コース１年生および希望者
実施時期：夏休み５日間

従来の入試の必須技能であった「リーディング」
と

本校では生徒にコミュニケーション英語で扱う様々

「リスニング」の２技能に加え、
「ライティング」と「ス

な分野のテーマに興味を持たせ賛成と反対の両方の

ピーキング」の技能習得にも力を入れ、
４技能をバラ

立場から物事を考えることができるように訓練し、
同時

ンス良く身に付けることを狙いとしています。

に論理的な英文を書くためのひな形も教えています。

将来は
グローバルに活躍したい

「ライティング」と「スピーキング」は相互に関連性

出来上がった英文を暗記し、
自分の言葉でクラスメー

の高い分野です。
このことは英検の準１級や１級の

トの前でプレゼンテーションを行うように指導します。仲

教本や問題集を見れば一目瞭然です。内容はほぼ

間と考えをシェアし、深く物事を考える授業を通して、

に合格することができました。二次試験の面接の練習は、毎

同じです。

自然と４技能が身に付いていくように導いています。

私は、
高校2年の時にオーストラリアから浜松聖星高校に編入

日放課後に担任の先生が指導してくださいました。
面接官役

しました。
聖星高校を選んだ理由は、
英語教育に力を入れている

Let s give it go!（やってみよう！）

TOEICと英検について

本校では英検に挑戦することを奨励しています。読む・聞く
・書く
・話す力を客観的に測ること
ができるのに加え、歴史・文化・社会・自然・科学・環境など内容が多岐にわたっているため、総
合的に力を伸ばすのによい教材だと考えるからです。特進コースではほとんどの生徒が2級を

英語科

鈴木 富美子先生

私は中学生の頃から、英検1級の合格を目指していまし
た。膨大な数の単語を覚え長文読解の問題に繰り返し取り
組む毎日でした。満を持して受験し、高校1年生で一次試験

帰国後に英語力アップ

になっていだき、実際の面接と同じ形で練習をしました。試

からです。
オーストラリアで過ごした経験や語学力を生かすことが

験前日まで対策を練って指導していただき、
二次試験にも合

できると考えました。

格することができました。私は、将来英語力を生かした仕事

編入当初は、
TOEICで875点でした。
聖星高校で1年間を過ご

をしたいと考えています。英語をより深く学ぶことができる

し、
915点まで上げることができました。
ネイティブスピーカーの

大学への進学を目指しています。
英語を通じて世界を広く知

先生が身近にいることで、
積極的に話しかけることができます。
英

り、
グローバルに活躍できるようになりたいと思っています。
★3年

島本 理央（曳馬中学出身）

語は使わないとできなくなってしまいます。聖星高校では、
「使っ
てみる」
ということを主に授業の中で行っているので、
帰国後も英
語を忘れずに生活をすることができています。
将来は、
国際関係の仕事に就きたいと考えています。
これからは、

取得して卒業していきます。総合コースでも3級から始めて意欲的に上級に挑戦する生徒が

語学だけではなく、
文化なども学んでいきたいと思っています。

多いのが特徴です。近年では準1級・1級の取得を目指す生徒も増えてきました。英語科の教

It is never too late to become what you might have been.

員が二次面接の指導にあたっていますが、生徒たちが積極的に話そうとする姿勢に成長を
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で自分の才能や情熱を原動力に学んでいる大学（院）生たち

エンパワーメントプログラムの目的と目標

感じます。
また、
TOEIC あるいはTOEIC Bridgeを年に1回全校生徒が受験しています。結

（なりたかった自分になるのに遅すぎることはない）
★3年

萩田 こころ
（Miami state High scool 出身）

果がスコアで出るため各自が英語力の伸長を知ることができます。
ディクテーションや音読を続
け、
スコアを倍増させた強者もいます。
このように自ら努力を重ねて身につけた力は本物です。
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世界に通用する
「総合的な人間力」
を育てる

国際教養教育

留学制度

Overseas education system

浜松聖星高校は、留学制度がとても充実しています。
ホームステイをしながら現地の高校に通い、
新たな視点や考えに出会える機会です。
留学中の単位は本校の単位として認められ、
3年間で卒業できます。
世界への第一歩をここから踏み出しましょう。

各留学先について
留学先
期 間
人 数

高校留学で得られる資質
毎年、留学期間を終え帰国した生徒が本校へ初めて登校する日を心待ち

学 校

にしています。必ずと言っていいほど皆、大きな使命をやり遂げてきたという自

宿 舎

信に満ちた顔で留学中の様子を生き生きと報告してくれるからです。お話の中

費 用

には悔しい思いや辛い経験も含まれていますが、英語の上達以上に、今まで
当然だと捉えていたことが通用しない体験を通し、
自立心が養われ、今までの
自分の固定観念をとりはらい、物事の捉え方が柔軟になった様子がはっきりと
覗えます。
日本文化圏外の人や物事との様々な出逢いの先に、普遍的なもの

浜松聖星高校
校納金

応募のチャンスは2回！

カナダ
1年間

イギリス
6ヵ月

オーストラリア
3ヵ月

2020年4月から翌年3月まで

2020年4月から9月まで

2020年1月中旬から3月まで

8名

2名

6名

（各1名 2校）

（各2名 3校）

サスカトゥーン市内の高校

St.Bernardʼs High School

メルボルン郊外の私立高校

3校

他1校

ホームステイ
約 330万円

約 175万円

約 135万円

留学中については、納付金のうち授業料のみ
金額の2分の１を免除する

入学時に留学を希望の場合
❶ 各コースにて
「留学」
を志望
選抜方法：各コースの筆記試験科目に

（各2名 4校）

４校

選抜方法について

加えて、英語と日本語による
面接と保護者面接

合格発表時に決定

入学後に留学を希望の場合
❷ 各コースに在籍、
「留学申込書」を提出
選抜方法：志望動機（800字以内）

英語筆記試験
英語と日本語による面接

1年次5月に決定

※留学経費は現地学校納付金・語学学校費用・ホームステイ諸経費・往復航空運賃等を含む金額です。
（為替の変動により増減があります。）

と特殊なものを改めて認識し、
出会った人々との一生ものの絆を育んだり、新た
な世界を広げたりしてきます。10代半ばだからこその豊かな感受性と柔軟な適
英語科

清水 あす香先生

応力をいかして、
あなたも高校留学に挑戦してみませんか。その後の人生の
歩み方に大きな刺激を与える経験になるでしょう。

Going Abroad
I am delighted to have come to Japan. My time here
thus far has been enjoyable and interesting. I ve
encountered many things that have pleasantly
surprised me, like the multipurpose convenience
stores, the preservation of the use of traditional
clothing, the eﬃciency of public transportation and
the exhaustive recycling system. The sushi is
delicious and very unlike American sushi. And the
cherry blossoms are dreamy and fairytale-like.
Going abroad is important for so many reasons. It
broadens horizons and opens our minds. It enables
us to share ideas, build relationships and learn to
cooperate with one another. Sometimes we think
each other so diﬀerent. We imagine commonality to
be impossible. But if we try to understand each
other we can see that we are not so diﬀerent after
all. Everyone should take advantage of the
opportunity to go abroad. Share what you know and
everything you have learned. Get out of your
comfort zone and experience new things. I am so
happy that I did!
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夏期アメリカ短期研修について

希望制

今年度より夏期休暇中のアメリカ研修先が、
カリフォ
ルニア州のサンディエゴ市になりました。
宿泊形態はホームステイ
（2名で１家庭）
です。基本的
に平日の 午 前 中はサンディエゴ 大 学で 行 われる英 語 のレッスン
（ESL）を受けます。
これは本校の生徒のみの特別プログラムになって
います。
また午後のアクティビティーも、バラエティーに富んだ充実し
たものになっています。
第１週の日曜日と、第２週の土曜日はホストファミリーと一緒に過
ごします。

★期間：7月下旬〜 8月上旬

Simone Rochelle

シモーン先生

日本政府主催（総務省、外務省、文部科学省、自治体国際化協会）の
大規模な国際交流事業、JETプログラムのALT

(AssistantLanguageTeacher)として、2017年7月来日。

アメリカコネチカット州出身、大学では国際関係学、
スペイン語を専攻

外国へ行く
日本にくることができて、
とてもよかったです。
これまでのここ日本での毎日は、
とて
も楽しく興味深いものです。
その名の通り本当に便利なコンビニや、大切にしている
着物を着る伝統、正確な公共交通機関、徹底したゴミ収集システムなど、驚くことと
の出会いでいっぱいです。
また、
日本のお寿司はとても美味しく、
アメリカで食べたお
寿司と全く違います。心が和み、
幻想的な桜の花も素敵です。
国外へ飛び立つことはいろいろな意味でとても大切です。私たちの世界を広げ、
私たちの心の扉を開いてくれます。
お互いに意見を分かち合ったり、絆を育んだり、

★場所：カリフォルニア州 サンディエゴ市 サンディエゴ大学
★費用：約56万円（パスポート代や海外旅行傷害保険代は含まれません。）
★定員：10名以上18名まで
★宿泊：ホームステイ
（2名で１家庭）
午前／ESLの資格を持った先生による英会話レッスン。
午後／アメリカ人大学生と一緒にキャンパスツアー。
サンディエゴ市内観光。
アメリカ人大学生と宝探しゲーム。
アメリカで最も有名なサンディエゴ動物園への遠足。
メキシコ国境の町をバスの車窓から見学。
カリフォルニアのビーチでサヨナラパーティー。

★その他：本場のアナハイム・ディズニーランド観光など

留学体験

かけがえのない宝物
オーストラリア留学は聖星高校にとって初めての試みで、第
１号として参加できたことを光栄に思います。高校に入学す
る前から留学したいと思っていたので、オーストラリアでの
生活は夢のように楽しい毎日でした。
１日中英語漬けの日々
に最初は話せなかったり、聞き取れなかったりして恥ずかし
いと思うことや逃げたいと思うこともありました。
でも、
ホス
トファミリーや現地の人々、
コーディネーターのサポートの
おかげで乗り切ることができました。
もっと英語が好きにな
り、
もっといろいろな人と英語で話せるようになりたいとモ
チベーションが更に上がりました。
また、
オーストラリアはた
くさんの国籍の人がいて、
日本人である私も快く受け入れて
くれました。そして、世界各地に友達を作ることができまし
た。
オーストラリアの体験は本当にかけがえのない、
ずっと忘
れることのない宝物になりました。
★国際教養コース2年

吉田遥（富塚中学出身）

協力することを学んだりします。時に、私達はお互いを理解しようと思えば、結局のと
ころそんなに違いがないことがわかるでしょう。皆さん、
海外へ飛び立つ機会を利用
しましょう。
あなたの知識と学んだことを皆と分かち合いましょう。
自分の殻から抜け
出して、
新しい世界を経験しましょう。私もこうして飛び立ったことに満足しています。
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宗教の時間
週１回、
キリスト教の教えを通して自分の内面と向き合うことで、
豊かな心の育成を目指します。

チャペルアワー

宗教の授業

各学年でテーマをもち、年１回開催します。神父様のお話を通
して、
自己を振り返り、
祈りの時間を過ごします。

マリア祭
聖母月といわれる５月に毎年行われます。生徒一人ひとりが持
ち寄った花をマリア様に捧げます。
マリア様の生き方やシスター
のお話から自分の生き方について考えます。

心の教育

キリスト教の理念に基づき、
生徒たちの豊かな心を育てる
県西部唯一のカトリック校として、
キリスト教の理念に基づく
「心の教育」
を実践しています。
生徒たちは、
宗教の授業や行事を通じて、
自分を見つめ、
他者を認め、
自らの人生観を深めていきます。
今後も、
私たちは「心」
を大切にした教育に力を入れてまいります。

マリア祭

ステラサンクタクリスマス
毎年12月に、
アクトシティ浜松中ホールで行われます。
イエス・キ
リストの誕生劇と吹奏楽部によるクリスマスコンサートを上演しま
す。劇には、演劇部、
ダンス部、合唱部、放送部が出演します。2
回公演で行われ、
昼公演は全校生徒で、
クリスマスの本当の意
味である愛と平和のメッセージを味わいながらイエスの誕生を
お祝いします。夜公演は一般のお客様にもご来場いただいて

物故者追悼式

います。
「ステラサンクタ」
とは、
ラテ
ン語で「聖なる星」を意味します。
浜松聖星高校からクリスマスメッ
セージをお届けします。

宗教を学んで
僕は、聖星高校に入学し、初めてキリスト教に触れました。
初めは宗教の授業といわれても、
あまりイメージができませ
んでした。
しかし、授業をうけるにつれて、宗教の授業は自分
を見つめ直す良い機会であると思うようになりました。
授業の中でマザー・テレサについて学びました。
マザー・テ

多様化する社会で…

レサが助けを求める人、1人1人に自らの手で寄り添ってい
る姿を見て、僕も小さなことから人のためになることをしよ

今日、
AI(人工知能)の開発・発展が盛んに行われている一方で、
人間とは何かという大きな

うと思いました。
それからは、部活動の準備を積極的に行っ

問いが私たちに投げかけられているように思われます。
「人間とは」
「私とは」
「愛とは」
「共存

たり、悩んでいる友人の話を聞いたりなど意識して生活して
います。

とは」
という様々な課題に目を向けることで、今後の社会での生き方を考えることができるので
はないでしょうか。人間だからこそできることを模索し、
それを実行していくことが必要です。
本校の校訓は「真理を学び、愛に生きよ、真理と愛こそ人生の光」です。聖書に触れたり、
社会の動きに目を向けたり、
自己を見つめたりする中で真理とは何かを探求し続ける姿勢を
宗教科

村松 由佳理先生
10

身につけてほしいと望んでいます。宗教の授業では、考えること、話すこと、聴くこと、受け入
れることを大切にしながら視野をひろげ、価値観の違いを尊重し、他者のために祈る心を豊
かに育むことができるよう取り組んでいきたいと思っています。

その他

物故者追悼式
クリスマスツリーの下で
SYD講座（フィリピンの子ども支援活動の紹介）
ボランティア募金活動（年に数回）

宗教の授業では、
キリスト教の歴史を学ぶ他、
自分の気持
ちや他者の存在を考えることが多いです。
この授業を通し
て、自分の行動や気持ちを改めて見つめ直し、他者の存在
の大切さを感じることができました。
★国際教養コース２年

堀部 涼真（三方原中学出身）
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Course explanation ★ コース説明

国際特進コース

世界的視野に立った国際教養教育を推進
国際教養の基盤となる英語力を伸ばしながら、難関
国公立大学・難関私立大学を目指すコース。2年次
からは医・薬・理・工・農・情報・医療系学部等を目指す
理系と、国際・語学・法・経済学部等を目指す文系に
分かれます。理系では数Ⅲと専門理科2科目を、文系
では数学ⅡBまで履修。授業以外に、平日補講や長
期休暇補講で、難関大学入試に挑むための学力強
化を図ります。
「チューター制度」を取り入れて一人

私が聖星高校を選択した理由

自分の学習スタイルを
確立させたい

私は進学にあたり、男子バスケットボール

時間の使い方

部に入部し、
「文武両道」を目指したいと考

私は、聖星高校の整った生活環境や学習

えていました。本校は、私が目標を達成する

環境に惹かれ、
ここに進学しました。最初は、

ために必要なものが全て揃っていました。

高校生として初めてのことが多く不安な気

特に、
中学三年生の時にオープンスクール

持ちで毎日を過ごしていました。
しかしだん

で体験した「英語会話」
という授業に魅かれ

だんと生活に慣れてくると、意識の高い仲間

ました。初めて目にしたCALL教室の設備や

との出会いや新しいことにチャレンジする機

ネイティブな英会話、
おそらくこの学校でしか

会によって毎日が楽しく充 実したものに変

補講

味わうことができないだろうと感じました。

わっていきました。

また、国際特進コースには平日補講があ

私は、運 動 部に所 属しながら国 際 特 進

チューターとは、生徒一人に

国際特進コースでは７限授業で通常よりも授業時間を増やす

り、授業内で行う小テストも多いため、
自分の

コースで難関大学合格を目指したいと考え

専属の相談役になる、担任

ことで、
より細やかな説明が可能となり、生徒同士の学びあい

学力を向上させることができる環境だと思い

ています。そのためには学習時間の確保の

とは別の教員のこと。毎日の

の時間が持てます。
また、
８限補講ではワンランク上の問題を

ます。
その上、親身になって一人ひとりの生徒

仕方を工夫する必要があります。
日々の授業

学習計画を作り、個別面談

取り扱うことで、実践力を養います。そして、夏期は３週間、冬

に関わってくれる先生が多く、分からないこと

を大切にし、休み時間などのスキマ時間も有

を重ねながら、
それぞれの成

期には約１週間の補講を実施いたします。国際特進コースだ

は分かるまで丁寧に教えてくださいます。毎

効活用していきたいと考えています。
また帰

果を上げていきます。職員室

けでなく国際教養コースも含めた希望者には、小論文の講座

日、
充実した学校生活を送っています。

宅後の過ごし方を定期的に見直し、工夫し

に相談に来る生徒が多いの

と添削指導も月に１回実施（別途料金がかかります。
１年次の

は、生徒と先生の距離が近い本校ならではの日常風景。チューター

10月からスタート）。専門家による指導が長期にわたって受け

国際特進コース１年

は生徒たちにとって、
とても身近で頼れる存在なのです。

られます。

ひとりに合った学習方法を助言するなど、
きめ細やか
な個別指導でサポートします。

「チューター制度」
の導入

て時間を捻出、
自分の学習スタイルを確立さ

鈴木雄大（入野中学出身）

せます。積極的に自分から行動し、
それぞれ
の活動に対して全力で取り組み、中身の濃
い充実した3年間を過ごしたいと思います。
国際特進コース１年

いまや受験英語は実用英語だ！

国際特進コース２年

［国際特進コース 教育課程］

科目

が身についてくるわけですから。入試の英語は、
ひたすら訳すという
「訳読型」
からスピーディーに英文を読み、情報を整理したり、
自分の意見を言ったりする

1
1

1

2

1
1

1

1

2

1
1

1

1

1

1

1

1
1
2

3
2
2

6

3
1

3

6

1

④

4

④

5

3
2
③
3
2

6

2

2
5

1
2

2

4
2

3

※2

1
2

※1

③

4

※2

5
②
②
②
1
2

2

2

2

4

2
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※1
※2

2

験にも対応します。
さぁ、実用英語をわたしと一緒に勉強しましょう
！

理系

4

ことができるのです。
また、
２０２０年度から始まる大学入試への民間英語試

文系

3

3年

2
3

難関大に合格できるだけでなく、おのずと世界で使える英語力を身につける

理系

3
4

語を身につけてほしいと思います。
きちんとした方法で英語を勉強すれば、

文系

4

ブラッドリー・ローデン先生

2年

2
3

生懸命に学習し、受験にも見事合格、
さらには実用面でも世界中で使える英

英語科

4
3

この学校を考えている皆さんには、聖星高校で紹介する正しい方法で一

1年

5

という
「実用型」にシフトし、
いくら勉強しても将来に役に立たないなんてことは

計

きことなのです。受験のために一生懸命勉強していれば、実際に使える英語

※内容は変更する可能性があります

合

づく動きは加速されています。実はこれは中学生のみなさんにとって歓迎すべ

清水悠平（蜆塚中学出身）

ＬＨＲ
キャリアデザイン
宗教
社会と情報
家庭総合
家庭基礎
英語演習
英語会話
英語表現Ⅰ
コミュニ英語Ⅲ
コミュニ英語Ⅱ
コミュニ英語Ⅰ
書道Ⅰ
美術Ⅰ
音楽Ⅰ
保健
体育
生物基礎演習
化学基礎演習
化学生物基礎演習
生物
生物基礎
化学
化学基礎
物理
物理基礎
数学演習
数学Ｂ
数学Ａ
数学Ⅲ
数学Ⅱ
数学Ⅰ
政治・経済
現代社会
地理Ｂ
地理Ａ
日本史Ｂ
世界史Ｂ
世界史Ａ
古典Ｂ
現代文Ｂ
国語総合

2020年から大学受験が大きく変わり、
ますます入試の英語が実用英語に近

なくなりました。

石井杏佳（入野中学出身）

僕は部活動のサッカーと学業の両立を目
標に掲げ、浜松聖星高校国際教養コースに
入学しました。昨年度は部活動と勉強を疎
かにすることなく学校生活をおくるために、限
られた時間を効率よく利用することを意識し
ていました。
しかし、将来の夢を実現するための通過
点である志望大学への進学を考えた時に、
このままではまだ学力不足であることを痛感
しました。そのため、今年から国際特進コー
スにコース変更をし、
より勉学に励み夢に向
かって頑張っています。授業中に理解できな
かった点は必ずその日のうちに解決すること
と時間の使い方を工夫することを意識して
生活しています。
コース変更後も文武両道を継続させてい
ます。昨年度よりも勉学に費やす時間が増
え、部活動にかける時間が減ってしまいまし
たが、一つ一つの練習の意味を考えながら
取り組むことで質の高い練習になるよう意識
しています。
物事への取り組み方と時間の使い方次
第で文武両道が可能なことを実感しました。
将来の夢の実現のために、今後もこの姿勢
を崩さず頑張っていきたいです。

35
35
35
35
35

音楽・美術・書道の中から１つを選択する。
2 年次の理系は、「物理」または「生物」のどちらかを選択する。3 年次は、2 年次に履修した科目を選択する。
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Course explanation ★ コース説明

国際教養コース

「自分の未来をデザインする」キャリア教育を推進
勉強と部活動の両立を図りながら、国公立大学か
ら専門学校、就職まで多様な進路を目指すコース。
クラスは習熟度によって編成します。2年次からは、
理・工・農・医療・情報系学部等を目指す理系と、国
際・語学・経営・幼児教育・看護・福祉系学部等を目

両立

指す文系に分かれます。将来を見据えた教育プロ
グラムを用意して、一人ひとり幅広い進路志望に
対応します。

将来の目標を定めた人への全力サポート

情報社会を生き抜くための力をつける

[看護・医療・栄養系プログラム]

[情報系プログラム]

●週末課題で基礎学力UP
●講演会で目標確認
●模擬試験で実力を確認

●情報社会の特徴を学び、正しい付き合い方を
身に着ける
●ドローンを使って実践的な実習を行う
●日本情報処理検定協会主催の各種検定のほか、
ビジネス系の検定にも挑戦
●各自で目標を設定してスキルアップを目指す

[幼児教育系プログラム]
●隣接の幼稚園で実習体験
●現役の幼稚園の先生方からアドバイス

僕が国際教養コースを選んで良かったと思
うことは勉強と部活の両立ができることです。
勉強面では、授業はわかりやすく、教え方

国際教養コースは、勉強するのはもちろんで

ていましたが、高校に入り、勉強の量や難易

が丁寧です。生徒の様子をうかがいつつ授

すが、勉強だけの生活ではなく、部活動も熱

度は上がり、部活動の時間も長くなって、忙

業を進めてくださるので、置いていかれるこ

心に取り組める、
とても良い環境です。聖星

しく大変な毎日です。
だからこそ、勉強も部活

とが少なく、
とても充実しています。
また、授業

高校の先生は生徒と、
とても距離が近くて優

も大切にするために授業に集中して取り組

中に理解できなかったところや出された課題

しく、
わかりやすい授業を行ってくれます。
ま

んでいます。毎時間の学習を丁寧に行うこと

などがあれば、授業中や放課後に詳しく教え

た、
わからないことがある時には、
わかるまで

で内容を理解し、放課後の活動や、帰宅後

てもらうこともできます。聖星高校の先生方は

教えてくれます。私は勉強と部活の２つが思

の学習も効率よく行うことができます。調べも

教え方が丁寧で、
とても親切です。

う存分楽しめる国際教養コースを選んで良

のや演習課題などの宿題も休み時間にも取

かったと思っています。

り組むようにしています。
どんなことも自分か

このように勉強面が充実しているからこそ、
所属している陸上競技部での練習に打ち込

支えてくれている家族や先生、仲間への感

サポートを受け、部活動に熱中できる国際教

先生も熱心に指導してくれます。
このすばら

謝の気持ちを忘れずに、勉強と部活動の両

養コースを選んでよかったと思います。

しい環境の中で勉強と部活の両立をがんば

立を目標に生活しています。

り全国大会を目指していきたいです。

原田湧大（浜名中学出身）

太田陽菜（鷲津中学出身）

※内容は変更する可能性があります

合
計
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1
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③
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3
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5
②
②
②
1
2

2

2

2

4

2

2

※1
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理系

2
3

出会いましょう。

文系

3
4

3年

理系

2
3

今まで打ち込んできたことを追求するもよし、新しいことに挑戦するもよし、
や

文系

3
4

2年

5

1年

出ない時も、私たちは最後までとことん付き合い、寄り添い、背中を押し続けま

黒野佑宇（高台中学出身）

ＬＨＲ
キャリアデザイン
宗教
社会と情報
家庭総合
家庭基礎
英語演習
英語会話
英語表現Ⅰ
コミュニ英語Ⅲ
コミュニ英語Ⅱ
コミュニ英語Ⅰ
書道Ⅰ
美術Ⅰ
音楽Ⅰ
保健
体育
生物基礎演習
化学基礎演習
化学生物基礎演習
生物
生物基礎
化学
化学基礎
物理
物理基礎
数学演習
数学Ｂ
数学Ａ
数学Ⅲ
数学Ⅱ
数学Ⅰ
政治・経済
現代社会
地理Ｂ
地理Ａ
日本史Ｂ
世界史Ｂ
世界史Ａ
古典Ｂ
現代文Ｂ
国語総合

科目

バックアップする体制が整っています。一人では次の一歩を踏み出す勇気が

りたいことがないのなら一緒に探します。新しい世界の扉を開き、新しい自分に

国際教養コース1年

［国際教養コース 教育課程］

では、勉強はもちろん、部活動やボランティア活動など様々な活動において、

は「自分」にしかできません。

ら積極的に挑戦し、取り組むことを意識して、

います。バスケ部はチーム全員が仲が良く、

いくことばかりではなく、失敗や挫折がないとは言い切れません。
しかし、本校

14

現在私は、バスケットボール部に所属して

むことができます。不安な勉強面で先生方の

けで、今までとは違う新しい自分に出会うことができるからです。
もちろん、
うまく

す。新しい挑戦は、新しい世界、未来に続いています。
自分の未来を切り拓くの

私は、中学のころから憧れていた吹奏楽
部に所属しています。中学でも吹奏楽をやっ

います。
どうしたらいいかと悩んでいるよりも、勇気を出し一歩前に踏み出すだ

伏見 萌先生

私は国際教養コースで大学進学を目指

国際教養コース1年

私はいつも生徒に「やらずに後悔するより、やって後悔しよう」
と声をかけて

両立するために

し、勉強と部活の両立をがんばっています。

国際教養コース1年

新しい自分を発見しよう

地歴公民科

充実した学校生活

33
33
33
33
33

音楽・美術・書道の中から１つを選択する。
2 年次の理系は、「物理」または「生物」のどちらかを選択する。3 年次は、2 年次に履修した科目を選択する。
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Course support ★ 進路指導

進路サポートの充実

資格・検定取得の推進

本校では一人ひとりの生徒の目標を着実に実現していくため、
多種多様な学習プログラムを採用し、
きめ細かくサポートします。

将来に役立つ各種検定の取得へとチャレンジを促します。

静岡大学工学部
との連携講座

検定一覧

ONE ON ONEでの
小論文・面接指導

新書を読み
レポート作成指導

夏休みに静岡大学浜松

小論文ノート・
小論文テストを
年間で複数回実施

受験期には生徒一人ひ

興味のある分野の本を

キャンパスの設備や機

論述の基礎から始まり、

とりに対して、指 導 経

読み、簡 単なレポート

材を利用する講座に参

段階的に入試対応まで

験豊富な教員が個別対

を作成することで記述

加します。

レベルアップします。

応します。

力アップを目指します。

情報処理

日本情報処理検定協会主催の日本語ワープロ検定、情報処理技
能検定表計算、文書デザイン検定、
ホームページ作成検定、
プレ
ゼンテーション作成検定（２月、
７月、10月、12月）をはじめとし
て、MOS（マイクロソフト オフィス スペシャリスト）、秘書検定、
サービス接遇検定、色彩検定まで幅広く実施しています。

国語

日本漢字能力検定（6月、1月）

日本語検定（11月）

数学科

今泉 孝夫先生
本校では、
日本数学検定協会主催の実

海外の大学に進学
本校はアメリカ合衆国のアーバイン市にあるコンコーディア大学と
姉妹校提携しています。本校卒業後、TOEFL試験免除で大学内

数学

実用数学技能検定 （２月、
６月、11月）

理科

物理検定「理検」
２級・準２級
生物検定「理検」
２級・準２級 （３月）

コーディア大学に入学することができます。
また入学直前の学校のGPA（評定平均値）
に応じて段階的に授業
料が減額される奨学金システムも姉妹校ならではの特典です。

地歴公民科

■国公立大学

■短期大学

お茶の水女子大学 静岡大学 浜松医科大学 岩手県立大学 都留文科大学
愛知県立芸術大学 長野県看護大学 岡山県立大学 静岡文化芸術大学
など

実践女子短期大学 戸板女子短期大学 桐朋学園芸術短期大学 武蔵丘短期大学
至学館大学短期大学部 愛知大学短期大学部 杉野服飾大学短期大学部
常葉大学短期大学部 浜松学院大学短期大学部
など

慶応義塾大学 上智大学 青山学院大学 立命館大学 南山大学 東京女子大学
京都女子大学 聖心女子大学 白百合女子大学 同志社女子大学
金城学院大学 椙山女学園大学 愛知淑徳大学 名城大学 中京大学 愛知大学
工学院大学 東洋大学 駒澤大学 国立音楽大学 女子美術大学 大阪芸術大学
日本女子体育大学 常葉大学 聖隷クリストファー大学
など

■就職

英語

が準２級、数ⅡＢが２級に相当します。本校
では２級合格率100％を達成しています。
数検２級の資格を取得することで、理系だ
けでなく文系からでも、金融機関などの就

ニュース時事能力検定 （年４回）

職への自信につながります。
また物事を多

歴史能力検定 （11月）

面的にとらえていく力を養うためにも数検

世界遺産検定 （年４回）

過去3年間の主な進路先

■私立大学

ます。英検と同様、
数検にも級があり、
数ⅠＡ
化学検定「理検」
２級・準２級

の語学学校に入学でき、一定の英語力が身についた段階で、
コン

用数学技能検定に１０年間取り組んでい

の勉強が効果的と考えます。

TOEIC：Test of English for International Communication
（6月、2月）
英検：実用英語技能検定試験
（6月、10月、11月）

取得した検定資格
情報処理技能検定表計算 初段
プレゼンテーション作成検定 １級
日本語ワープロ検定 準１級
AFT色彩検定 １級１次試験合格

スズキ株式会社 本田技研工業株式会社 三立製菓株式会社 天方産業株式会社
春華堂
など

私は、部活動を将来に役立てたいと思い情報処理部に入部

卒 業 生より
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充実の高校生活に感謝
私の高校３年間はとても学び多きものでし
た。大学入試に向けて科目の勉強をしたことは
勿論ですが、人前で話したり、部活動で学校外
の方々と交流したり、海外からの留学生と学校
生活を共にしたりという経験から、能動的に学
ぶことが多かったように思います。それらは、高
お茶の水女子大学
文教育学部言語文化学科 校入学時には漠然としていた「フランス語を学
びたい」
という気持ちに意味をもたらし、
より確
植村 響香
固たるものにしてくれました。
そんな私に先生方
（平成29年度卒業）
は、進路実現に向けて沢山の資料を用意して
くださり、苦手科目や不足科目に対して一対一の補講や、特殊な形式
の入試の対策もアドバイスしてくださいました。時に厳しい指導もありま
したが、仲間と時に協力し、時に切磋琢磨してお互いを高め合いなが
ら乗り越えてきました。
この高校でなければ成し得なかったであろうことは沢山あります。大
変なことも多かったけれど、
それ以上に楽しい思い出を作ってくれたこ
とに感謝しています。

目標に向かう原動力は高校の仲間
高校生活の思い出は、
スポーツデーや文化祭、
体育大会などの学校行事にクラスみんなで思い
切り取り組んだことです。行事の度にクラスの団
結力が高まるのを感じていました。
クラスメイトは
皆将来の夢や目標があり、志の高い友人ばかり
でした。そんな友人が近くにいたから受験を乗り
株式会社遠鉄ストア
越えられた気がします。私は、高校では農学部を
鈴木 彩夏
目指して学業に励み、
大学では新種の蜂の生態
（平成20年度卒業）
を明らかにしたいと思い研究に勤しみました。現
在は遠鉄ストアでバイヤーとして仕入れの仕事をしています。食物や栄
養、商品や売場に関して高い知識を求められる仕事です。そのために
第２２回食生活プランナー２級検定試験を受験し、最優秀個人賞をいた
だきました。全国、世界の安全で美味しいものを地域のお客様に少しで
もご提供したいと励んでいます。私が常に目標を持ってそれに向かって
進められるのは、
いろいろな分野で励む友人と今でも交流があり刺激を
受けているからです。彼女たちに負けず、私もまだまだ次の目標に向かっ
て頑張っていきます。

目標に向かって日々がんばっています
私は現在、教育に関する授業や教職に必要な
科目を勉強しています。教育学科は必修が多く、毎
日１限から授業があります。国際的なことについて
も興味があるため、開発教育学やアフリカ研究入
門、人間の安全保障と平和構築の授業も選択し
ています。今の目標は、一定の単位をとれた人のみ
上智大学
総合人間科学部教育学科 が受けることのできるグローバルコンピテンシープロ
佐土原 侑希 グラム（ＧＣＰ）に参加することです。そのために、
日々英語の勉強を寮の友達や留学生と協力して
（平成29年度卒業）
行っています。高校時代は、少人数で授業が行わ
れる特進クラスでお互いに励まし合い、多くのテストや課題を乗り越える
ことができました。
また、私は高校２年次に１年間カナダへ留学しました。
留学の経験を通して、英語だけでなく人間性や宗教についてなども学
ぶことができました。
ホストファミリーとは今でも連絡を取り合っており、今
年の夏に会いに行く予定です。

しました。何をいつ受験して、
どのように練習をするのか。
自分で考え、
自分で計画する。
その環境が自分と向き合う
機会を与え、関心の無かった分野にも触れ、見聞を広める
ことができました。もちろん、検定取得は容易ではありま
せん。表計算をはじめとしたさまざまなパソコン技能検定
も受験しましたが、色彩検定は、特に苦戦しました。学校の
みならず、帰宅後もテキストを夜遅くまで読み、常に色を意
識しながら生活をしました。大変なこともありましたが、
自
ら掲げた目標に向かって努力することが自分を成長させて
くれたと思います。3年間、自分のやりたいことができる環
境で生活できたことを嬉しく思います。
これから先、知らな
かったことを見聞きする中、実現が難しいことに直面する
ことがたくさんあると思いますが、
やりたいと思ったことに
は恐れずに挑戦していきたいです。
★３年

中西琴音（三方原中学出身）
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先 生・教 科 紹 介 本校の特色は何と言っても先生と生徒の“距離”が近いこと。

Broaden
英語
your horizons
with English！

宗教

キリスト教のことを学び、
イ
エス・キリストが語ったメッ
セージを読みましょう！
そして、お互いを尊重し合
い、祈り合いましょう！

愛情豊かな先生たちは生徒一人ひとりの個性を大切に見つめて支えます。

数学

地歴
公民

数学は１つの問いに複数の解法がある自
由さと、
そのどれを選んでも１つの答えに辿
り着く厳正さを兼ねています。抽象性と応
用力、古さと新しさ、…様々な相反するもの
を備える数学の魅力を伝えていきます。

聖星高校で、あなたの世界を広げません
か？グローバル化が進む社会を生き抜くた
めに、各国の歴史や政治、文化を学びます。
また、高校生が選挙権を持つ今、自ら思考
し判断することのできる自立した主権者を
目指しましょう。

数学は基礎から積み上げていけば
必ずできるようになります
自分がわからないところまで
バックして積み上げてみませんか？
!!

ごいりょく

国語
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日本語の語彙力、読解力、表現力は、
高校の勉強のみならず社会生活の
基礎となるものです。
「すらら」によ
るネット学習と教科書教材で、
アク
ティブに国語を学びましょう。

理科

理科の魅力は、新しい発見をすると
様々な分野に応用ができる可能性
がある点です。自分のこともまだま
だ分からないことがたくさんあるは
ずです。高校で新しい発見をしま
しょう！

保健
体育

聖星高校の体育は、明るく楽しく元気よく！
これがテーマです。色々なスポーツを通し
て、一緒に青春の汗をかきませんか。最後
まで諦めず、チャレンジし続けるあなたを
待っています！セイセイスターズ！集合！！

事務室

みなさんの高校生活を全
力でサポートします。困っ
たことがあれば、いつでも
相談してください。
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部活動

運動部

運動部は男子加入によって
男子単独の部が3つ設立され、
活動内容もさらに充実しています。
技術とともに内面を磨く指導を行っています。

女子
バスケットボール

男子
バスケットボール

剣道

陸上競技

バドミントン

女子テニス

男子テニス

女子サッカー

男子サッカー

ダンス

弓道

活動実績（2017年度）
★女子バスケットボール部

第65回 静岡県高等学校総合体育大会バスケットボール競技 ベスト16
第70回 全国高等学校バスケットボール選手権静岡県大会 ベスト16
平成29年度 静岡県高等学校バスケットボール新人大会 県大会出場

★男子バスケットボール部

平成29年度 静岡県高等学校バスケットボール新人大会

県大会出場

★剣道部

第64回静岡県高等学校総合体育大会剣道競技

団体 準優勝
個人 優勝
第4回東海高等学校剣道選抜大会 団体 準優勝
平成29年度 全国高等学校剣道選抜大会 団体 ベスト１６

★陸上競技部

第61回 東海陸上競技選手権大会予選会
女子800m・女子4 400mリレー 出場
第20回 東海新人陸上競技大会
女子800m・女子走高跳・女子4 100mリレー、
女子4 400mリレー 出場

★弓道部

平成29年度 静岡県高等学校総合体育大会弓道競技 団体・個人 出場
平成29年度 静岡県弓道連盟秋季弓道大会 団体 出場
平成29年度 静岡県高等学校新人弓道大会
出場

★ダンス部

第30回 全日本高校・大学ダンスフェスティバル
（神戸）
創作コンクール部門 入選

「人として成長するために」

「目標に向かって」

「見ている人もやっている人も
『面白い』
と思えるサッカー」、私の所属するサッカー部はこれを

私は今、陸上競技部に所属し、種目は短距離をしています。本校の陸上部は、先輩後輩の仲

追求して日々練習に励んでいます。試合で勝つためには時に苦しい練習もあります。
しかし、
そこ

がとても良く、毎日の練習は大変ですが楽しく部活動に取り組んでいます。毎日、朝と放課後の練

でくじけずに頑張ることで、試合でかつて出すことのできなかった一歩が出せるようになると思い

習に顧問、副顧問の先生が必ず練習を見てくださり、一人一人に的確なアドバイスをしてくれま

ます。
だから私は、一回一回の練習に全力で取り組み、苦しいとき、辛いときこそ走り、声を出して

す。そこで沢山の自分の弱点に気づき、
日々競技力の向上ができてとても充実しています。中で

チームを盛り上げられる選手になれるよう日々、努力していきたいと思います。

も中学の時とは違った、本格的な機械を使った筋トレや、様々な道具を使った基礎の練習では、

また、挨拶や返事、言葉使いなどプレー以外のところでも聖星高校男子サッカー部員としての
自覚をもち、責任ある行動を心がけていきたいです。私は部活動でサッカー以外のこともたくさん

私の目標は、
インターハイに出場し、結果を残すことです。そのために、
日々の練習を意味のあ

学ぶことができると思っています。聖星高校で経験したことや学ぶことで将来立派な大人として

るものにし、
また速く走れるようになるだけでなく、人間として、選手としても成長できるように、家庭

生きていくための糧となるように日々の活動、勉学、部活動に全力で取り組みたいと思います。

学習や挨拶、礼儀なども怠ることなく毎日を生活したいと思います。

男子サッカー部1年
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自分を大きく成長させてくれると信じて臨んでいます。

澤近遥希（南陽中学出身）

陸上部1年

田中涼香（与進中学出身）
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部活動
吹奏楽
書道

演劇
美術

文化部

全国レベルで活躍する吹奏楽部、演劇部、放送部をはじめ、
多彩な分野で伸び伸びと活動しています。
また英語教育を基礎とした部活動も充実しています。

放送
情報処理

合唱

日本舞踊

茶華道

英語

グローバルイシュー
研究

サイエンス

末広会
本校では末広会を中心に様々なボランティア活動を行っています。
この会の活動を通して、
助け合うことの大切さや豊かな感性、
奉仕の精神を養い、
チームで動くために必要なことや、
個々が果たすべき役割を学ぶ場となっています。
末広会会員は4つの班に分かれ、
定期的に活動を行っています。

活動実績（2017年度）

４班の活動

★吹奏楽部

・第65回 全日本吹奏楽コンクール全国大会
銅賞 3年連続出場
・第30回 全日本高等学校選抜吹奏楽大会
ゴールデン賞
・第19回 全日本高等学校吹奏楽大会in横浜
連盟会長賞
・第5回 全日本ポップス＆ジャズバンド
グランプリ大会
5年連続グランプリ
（文部科学大臣賞受賞）

特別養護老人ホーム
三幸の園訪問班

特別養護老人ホーム
静光園訪問班

喫茶店の手伝いや掲示物作
成、足浴の手伝い、医療用品
作りなどを行います。

園内の清掃を中心に、利用者さ
んの食事準備の手伝い、散歩
の介助や爪切り、話し相手にな
ることなどを行っています。

身体障害者療護施設
聖隷厚生園訪問班

クリーン・エコロジー班

★演劇部

・第41回 静岡県高等学校演劇研究大会
優秀賞
・第53回 関東高等学校演劇研究大会
優良賞

★放送部

平成29年度静岡県高等学校総合文化
祭放送部門兼第38回静岡県高等学校
放送新人コンクール
アナウンス部門 入選

利用者さんの洗濯物の整頓、
食事や散歩の介助、買い物の
付き添いなどを行っています。

「小さな親切」実行章

演劇部で充実した毎日

受賞（平成28年度実績）

継続は成長なり

私は、演劇部に所属しています。
中学生のときから本校の演劇部に入りたいと思っていました。全

聖星高校入学後、様々なことに挑戦したいと思い末広会に入会しました。現在まで部活動と

国大会にも出場している部活なので、
練習についていけるか心配でしたが、
先輩方が優しく教えてく

末広会活動の2つの活動を両立させていますが、難しい時もありました。
しかし、何故末広会に

ださり、
毎日部活に行くのが楽しいです。
テスト前は、
約１０日間の休みがあるため、
勉強との両立がし

入会したのか初心を思い出すことで乗り越えてきました。

やすい部活です。毎日の練習では、
ストレッチや発声などをやっています。基礎的なことを毎日続ける

私が所属するクリーンエコロジー班は医療センターでの清掃活動と校内でのエコロジー活動を

ことで、大会や発表のときによい姿勢ではきはきと話すことができます。
また、演劇だけではなく、歌や

行っています。
車椅子の拭き上げや、
ベッドの手すりを清掃していると、
直接「ありがとう」
と声をかけ

ダンスもやります。私は歌うのが好きなので、大きな声で歌うことができ、気分がとてもスカッとします。

ていただくことがあります。
自分が社会の役に立っていることが実感できる瞬間を嬉しく思います。

ダンスは苦手ですが、
いつか先輩方のようにカッコよく踊れるよう、
日々一生懸命練習しています。
演劇の練習を通して自分から行動することの大切さ、
相手の目を見て話すことなどのあたりまえの
ことを改めて意識することができました。演劇部に入り、
毎日充実しています！
！
演劇部１年
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浜松医療センターにて病院内の
車いすや椅子等の拭き掃除を行
うほか、学校内でペットボトル
キャップ、
古切手、
ベルマーク、
牛
乳パックを回収し、
各ボランティ
ア団体へ寄付をしています。

江部 舞（蜆塚中学出身）

何かひとつのことに打ち込むことは良いことです。
しかし、様々なことに挑戦することで自分が
更に大きく成長できると思います。今後も末広会活動の継続を通じて自分の役割を自覚するとと
もに、何事にも挑戦する気持ちを持ち続けたいと思います。
末広会２年

松本一志（新津中学出身）
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学校生活

学び、
祈り、
多彩な行事
聖星の豊かなスクールライフ

本校では、文化祭（ベリタスプラザ）
や体育祭に加え、
マリア祭、
ステラサンクタクリスマスなど
心に響く行事が多くあります。
自らの心身を磨きながら、
楽しく充実した高校生活を送ることができます。

ール
1日のスケジュ
平成30年度の日課表です。授業は50分ずつ行われます。
平日のほか、第1･3・5土曜日は授業があります。

平日

制服紹介
冬服

夏服

カトリックミッションスクールの品格を意識した落ち着きのある色
とデザインを基調としています。冬服のネイビーカラーのブレザー

第1・3・5土曜日

HR

8:30 〜 8:40

HR

8:30 〜 8:35

1時限

8:45 〜 9:35

1時限

8:40 〜 9:30

2時限

9:45 〜 10:35

2時限

9:40 〜 10:30

3時限

10:45 〜 11:35

3時限

10:40 〜 11:30

4時限

11:45 〜 12:35

4時限

11:40 〜 12:30

昼休み

12:35 〜 13:20

5時限

13:20 〜 14:10

6時限

14:20 〜 15:10

掃除

15:15 〜 15:30

HR

15:35 〜 15:45

7時限

15:50 〜 16:40

特進補講

16:50 〜 17:40

にはグレージュカラーのパイピングが施されており、ボタンには、本
校の象徴である校章が使われています。女子のネクタイはリボン型
もあり、式典時以外で着用することができます。

ル
年間スケジュー

5月

4月

物故者追悼式

6月

7月

8月

9月

★思春期セミナー（１年） ★ベリタスプラザ
★入学式

★中間試験

★オリエンテーション

★マリア祭

★TOEIC・TOEIC Bridge

★英検２次

★交通安全教室（１年）

★漢字検定・英検１次

★スポーツデイ

★末広会総会

★看護医療模試（希望者）

★献血

★進路確認テスト

★薬学講座

★アメリカ研修

★創立記念式典

★進研模試

★夏期補講

（１年）
★プレップガイド
（1年）

（文化祭）

★遠足

(1・2年・3年特進コース)

★大学・短大・専門学校

★期末試験

★夏期補講

★保護者面談

★授業参観

合同 進学説明会

★エンパワーメント
プログラム
★立会演説会
★末広会総会

マラソン大会

体育祭
クリスマスツリーの下で

10月

★避難訓練

11月

★進路確認テスト
★センター出願説明会
★進研駿台マーク模試
（3年）
★保護者対象
進路説明会（1年）

コンテスト

★修学旅行（2年）

★ＳＹＤ講座（1年）

★日本語検定

★チャペルアワー（2年）

★進研駿台マーク模試

★進研駿台記述模試

スポーツデイ

(3年特進コース)
★物故者追悼式

★英検１次

★英検２次

★中間試験

★携帯マナー講座

★保育ふれあい体験

★チャペルアワー（1・3年）

★進研模試（1・2年）

3月
★卒業式

★新体力テスト

（3年）

遠足

1月

★体育祭

（3年特進コース）

★校内英語スピーチ

12月

2月

★防災訓練

★マラソン大会

★期末試験

★センター試験

★保護者面談（希望者）

★進研模試（1・2年）

★ステラサンクタクリスマス

★期末試験（3年）

★歳末助け合い募金

★英検1次

★冬期補講（3年）

★漢字検定

★本校入学試験

★学年末試験

★本校入学試験合格発表

★補助犬健康診断
ボランティア

★送別会
★保護者対象進路説明会
★進研マーク模試(2年)
★TOEIC（希望者）

★スタディサポート
（2年特進コース）
★理科検定（希望者）

★分野別進路ガイダンス
★クリスマスツリーの下で
★保護者対象
大学進学説明会（2年）
★蜆塚遺跡クリーン作戦

入学式
マリア祭

ベリタスプラザ

★語彙・読解力検定（1・2年）
卒業式
修学旅行
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学校生活

閑静な文教地区にある学び舎

Q7 どのような問題が出題されますか？
Ａ 各科目ともに、教科書の内容に沿った、基

について

Q１ 男子生徒はどのくらいいますか？
Ａ 第2期生（H30年度入学生）は約30％が男
子です。
男女ともに、部活動など課外活動に積
極的に参加している生徒がほとんどです。

Q2 海外への修学旅行は全員ですか？
Ａ 国際特進コースは全員、国際教養コースは

入学試験
について

Q8 面接試験があるそうですが、
どんなことに気をつけたらいいですか？
Ａ 本校で学ぶ意欲、中学での活動、関心を持ってい

ることなど、
自分の言葉でしっかり言えるようにして
おきましょう。
その他、中学生としてふさわしい立ち
居振る舞いが求められます。留学を希望される場
合、日本語に加えて英語による面接がありますが、
英語で簡単な日常会話ができれば十分です。

本校は美しい街並みと教育環境に優れた
文教エリアに位置します。
浜松駅からのアクセスも良いので、
安心して通学することができます。

浜松聖星高校までのアクセス

切なことは何かを考えたりする授業です。音楽
を聴きながら瞑想をしたり、聖歌を歌ったり、
心やすらぐ授業です。

県西部浜松
医療センター

Q4 食堂はありますか。
Ａ 食事を提供する設備はありませんが、校内

コンビニ「アレグリア」ではお弁当やサンド
ウィッチなど手頃な値段で豊富な種類を取り
揃えています。多くの生徒が利用しています。

について

Q5 留学しても
３年間で卒業できますか？
Ａ できます。ターム留学、半年間留学、１年間

留学、
すべてにおいて現地の修得単位が認め
られるため、帰国後そのまま進級ができます。

Q6 １年間の留学生活の支援は
万全ですか？
Ａ ２ヶ月に１度、本人が書いたレポートが送

られ、生活の様子を知ることができます。
また
現地のカウンセラーによる定期的な面談で生
活全般をサポートしています。
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８ 「浜松聖星高校」下車

医療センターまわり富塚じゅんかん

蜆塚

佐鳴台

0 「蜆塚遺跡前」下車

について

入学試験科目

Q9 国公立大学への進学を希望して
いるのですが、可能ですか？
Ａ もちろん可能です。両コースともに国公立

長期留学

駐車場

浜松北高東

附属中

遠鉄ストア

鹿谷郵便局前

Q&A

西寮グラウンド

富塚中

佐鳴湖
公園

Q3 宗教の授業って
どんなことをやるのですか？
Ａ キリスト教について学んだり、人間として大

拡大図

遠州
鉄道

希望者のみ、英語を公用語とするシンガポー
ルへの海外修学旅行に参加できます。学校訪
問やホームビジットなど、
さまざまな体験プロ
グラムを予定しています。

礎的な知識を問う問題です。詳細は、12月実
施の入試説明会でお伝えします。

大学受験が可能なカリキュラムを組んでいま
す。
その他、平日補講や夏期補講、冬期補講な
ど、希望を叶える体制を整えています。

募集人数

175名

国際特進コース ※国際教養コース併願可

国際教養コース

面接試験：グループ面接

面接試験：グループ面接

筆記試験：5教科（国語・英語・数学・理科・社会）各50分
留学希望者：英語と日本語による面接・保護者面接

筆記試験：3教科（国語・英語・数学）各50分
留学希望者：英語と日本語による面接・保護者面接

授業料について Education Cost
●授業料（月額） 32,000円
●就学支援金と加算金及び県からの減免制度が適用された場合の授業料金表
（平成30年度の例です）

Q10 進学者が多いと聞きましたが、
就職する人はいますか？
Ａ スズキ株式会社や本田技研工業株式会社、県内

金融機関など多くの地元企業に就職をしています。
また各種公務員試験に合格し、公務員として活躍し
ている卒業生もいます。

年収の目安 ※1

就学支援金

0円

509〜909万円
350〜589万円

250万〜349万円
250万円未満
※1
※2

加算金

9,900円

4,950円

県からの減免
0円

授業料
22,100円
17,150円

17,150円 ※2

9,900円

12,200円

14,850円

7,250円

●授業料免除制度について
■学力特待生制度
■部活動特待生
■兄弟減額制度
詳細は
「募集要項」
で確認してください。

0円

年収の目安は両親の合計額（正確には市町村民税所得割額で決まります）
母子家庭・父子家庭向け児童扶養手当等支援を受けている家庭に限ります。
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