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 理事⻑挨拶                     浜松海の星学院理事⻑ 北脇 保之    

  浜松聖星⾼校では学校の使命 (ミッション) を確認し、教育の⽅針を明らかにするため、「スクール‧ 

 ミッションおよびスクール‧ポリシー」を定め、４⽉１⽇から施⾏しました。 

  スクール‧ミッションは、本校がカトリックのミッションスクールであることを踏まえて、「⽣徒が 

 キリストの真理を学んで調和のとれた⼈格を形成し、キリストの隣⼈愛により社会の善の実現に貢献す 

 るよう育てること」としています。このミッションに基づき、教育の⽬標を「隣⼈愛の実践により世界 

 に貢献する⼈間を育てる」こととし、「⼼の教育」を⼟台としながら、「国際教養教育」と「理数教育 

 (STEAM) 教育」に重点を置くこととしています。 

  新年度は新型コロナウィルスの蔓延とロシアのウクライナ侵攻という世界史的な出来事が進⾏する中 

 でのスタートとなりました。みなさんがこれからこの学校でしっかり学び、世界を少しでも良くする⼒ 

 になってくれるよう願っています。 

 学院⻑挨拶                          浜松海の星学院学院⻑ 髙橋 美智⼦    

  １年⽣へ、浜松聖星⾼校の仲間⼊りおめでとうございます。本校は 

 正⾯⽞関のロータリーの真ん中にあるマリア像が⽰すように、マリア 

 様に守られている学校です。シスターたちに祈られている学校でもあ 

 ります。⾼校の３年間があなたを⼤きく成⻑させてくれるときであり 

 ますように。 

  ２、３年⽣へ、中庭がきれいになりました。疲れたときにはマリア 

 様の元へいらっしゃい。悩むことは⾟いですが、⼈⽣の良い薬になり 

 ます。周りに振り回されることなく悩める深い⼈になってください。 

  令和４年度もよろしく。 

 学校⻑挨拶                                   校⻑ 重信 明利    

  この度はお⼦様のご⼊学ご進級、誠におめでとうございます。 

  さて、本校も共学化以来６年の⽉⽇がたち、男⼦を交えた卒業⽣を３度送り出すことができました。 

 この３年間の卒業⽣たちの進路先を⾒てみると、１年⽬と３年⽬ではその傾向が明らかに違うのがわか 

 ります。 

  共学化前の卒業⽣の進路先は語学‧国際関係を中⼼とした⽂科系⼤学が主流でした。そこに60名余の 

 男⼦が⼊り、理科系⼤学へ進む⽣徒も増えましたが、それでもまだ四年制⼤学では⽂系志向が根強く 

 残っていました。ところが、今年の進路先を⾒ると、国公⽴⼤学、有名私⽴⼤学に合格した⽣徒につい 

 ては、⽂系より理系の⽣徒が主流になっている傾向にあります。 

  よく景気が落ち込むと⼤学の倍率が「理⾼⽂低」になると⾔われていますが、本校の「理⾼」への流 

 れはそれだけが原因ではなさそうです。男⼦に限らず、⼥⼦にも同じ流れが⾒られることから、これか 

 らの本校における「STEAM (理数系) 教育」は、男⼥問わず、より重要性が増すものと考えられます。  

 2022年度 ⽣徒数                         

     １学年  223名  ２学年  239名  (うち7名留学中)  ３学年  174名［計636名］ 

 2022年度 年間留学⽣出発     -4⽉3⽇(⽇)-      
  ２年⽣の留学希望者６名が、カナダ･バンクーバー島への年間留学に向 

 けて出国しました。令和５年３⽉中旬の帰国を予定しています。 



 2022年度  職員紹介 
 理事⻑  北脇 保之   学院⻑  髙橋 美智⼦   校⻑  重信 明利   教頭  ⽯川 雅也  (保  体/⼥⼦ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ) 

                              清⽔ 明⼦  (国語/放送) 

 学年主任  11HR  12HR  13HR  14HR  15HR  16HR  副担任 

 １ 

 学 

 年 

 ⼟井 則⼦ 

 （英語/ 

 ⽇本舞踊） 

 伏⾒ 萌 

 （地公/ 

 ⼸道） 

 北村 俊也 

 （数学/ 

 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ） 

 伊藤 ⼤介 

 （保体/ 

 男⼦ｻｯｶｰ） 

 ⼤島 ⼰侑 

 （英語/ 

 ⼥⼦ｻｯｶｰ） 

 ﾌﾞﾗｯﾄﾞﾘｰ･ﾛｰﾃﾞﾝ 
 （英語/ 

 英語･⼥⼦ﾊﾞｽｹｯﾄ 

 ﾎﾞｰﾙ） 

 ⼩林 太⼠ 

 （理科/ 

 男⼦ﾊﾞｽｹｯﾄ 

  ﾎﾞｰﾙ） 

 ⿁⽯ 勇樹 

 （地公/剣道） 

 倉島 由佳理 

 （宗教/吹奏楽） 

 児⽟ 美奈⼦ 

 （国語/吹奏楽） 

 ⼟屋 敦 

 （保体  /陸上競技  ） 

 学年主任  21HR  22HR  23HR  24HR  25HR  26HR  27HR  副担任 

 ２ 

 学 

 年 

 黒川 ⻯伯 

 （  国語  / 

 剣道  ） 

 戎 智⼦ 

 （  保体  / 

    ﾀﾞﾝｽ  ） 

 佐々⽊ 深雪 

 （  国語  / 

 男⼦ｻｯｶｰ  ） 

 須⼭ 紘未 

 （国語/ 

 ﾀﾞﾝｽ） 

 美和 裕⼦ 

 （地公/ 

 吹奏楽） 

 園川 ⾹おり 

 （情報/ 

 情報処理） 

 中村 隆之 

 （  英語  / 

 英語･軽⾳ 

 楽同好会  ） 

 今泉 孝夫 

 （数学/ 

 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ） 

 ⼩笠原 祥⼦ 

 （理科/ｻｲｴﾝｽ） 

 鈴⽊ 瑶介 

 （数学/ 

 ﾃﾆｽ） 

 学年主任  31HR  32HR  33HR  34HR  35HR  36HR  副担任 

 ３ 

 学 

 年 

 勝野 有紀⼦ 

 （理科/ 

 美術） 

 鈴⽊ 富美⼦ 

 （英語/ 

 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｲｼｭｰ 

 研究） 

 梅林 俊哉 

 （地公/ 

 陸上競技） 

 川⼝ 多加 

 （国語/ 

 演劇） 

 鈴⽊ 悠作 

 （理科/ 

 ﾃﾆｽ･美術） 

 清⽔ あす⾹ 

 （英語/ 

 茶華道） 

 ⽚⾕ 陽⼀ 

 （理科/ 

 ⼸道） 

 池⼭ 直樹 

 （  数学/⼥⼦ｻｯｶｰ  ） 

 佐藤 ⼤介 

 （数学/ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ） 

 ⽩畑 霞 

 （地公/ 

 情報処理） 

 養護 今⽥ 裕⼦                         ※上記（ ）内：担当教科/部活動顧問 

 講師［国］⽴⽯ 美恵 松島 昌代  ∕［英］新林 愛 ｼﾞｮﾅｻﾝ･ﾋﾟｰｺｯｸ 砂⼦ 幸弘 宮澤 玲⼦ 

    ［数］岩堀 千明 曽根 ひとみ ∕［理］東堤 幸昌   ∕［家庭］安江 志織  

    ［⾳］伊藤 梨恵⼦  (吹奏楽)      ∕［保体］福永 零治  (男⼦ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ) 

 図書 ⼩林 幹枝 (司書) 

 事務 櫻井 伸吾 (事務⻑)    鈴⽊ あゆみ    髙⽥ 佳奈    ⻑嶋 侑平    ⽯⽥ ももこ    ⽊村 真由美    ⽣熊 健⼈   

 校医 友野 圭⼦ (ｶｳﾝｾﾗｰ) 

 課外活動 登録について  ［締切：  ４⽉２８⽇  (⽊)     ※⼀部早期登録締切部活有  ］    
 本  校  で  は  課  外  活  動  へ  の  参  加  を  奨  励  し  て  い  ま  す。  部  活  動  は  ４  ⽉  か  ら  ３  ⽉  (３  年  ⽣  は  １  ⽉)  ま  で  続  け  る  こ  と 

 を原則とし、昨年度から継続の２･３年⽣も「部活動登録票」を顧問に提出することで⼊部が認められま 

 す。特別な事情で年度途中に⼊退部する場合、８か⽉以上の活動実績が⾒込めない場合は仮⼊部の扱い 

 となります。早期の⾒学をお勧めします。 

 （各部共に４⽉末の時点で  ５名以上の部員の登録がなかった場合、原則として今年度部活動として成⽴しません） 

 ＜部活動＞     （運動部）  男⼥バスケットボール     剣道     陸上競技     バドミントン  ⼸道     テニス 

  男⼥サッカー    ダンス 

 （⽂化部）  吹奏楽     演劇      放送     ⽇本舞  踊     茶華道  美術  情報処理     英語 

        グローバルイシュー研究     サイエンス 

 ＜同好会＞  軽⾳楽   ＜末広会＞ ＜⽣徒会執⾏部＞ ＜多⽂化交流プロジェクト＞ 

 ⽇本テレビZIP!『ベラベラENGLISH 星星 the Teacher』出演中 

 ⽇本テレビ系朝の情報番組「ZIP!」のキャラクター"星星"と本校の校名 

 が同じということで、４⽉４⽇ (⽉) から「浜松聖星⾼校編」が放送され 

 ています。２〜３週間の予定で、⽉･⽕･⽊･⾦の朝７時３０分頃に本校 

 ⽣徒が引き続き登場予定です。是⾮ご覧ください。 



 保存版  【2022年度 ⽇課表】  本校では平⽇50分授業を実施しています 

     50分授業  45分授業  40分授業 
 40分授業 
 集会あり 

 2‧3年 
 ⼟曜⽇授業 

 1年 
 サタディプログラム 

 HR  8:30  8:30  8:30  HR8:30〜  8:30 

 8:40  8:40  8:40  集会8:45〜  8:35 

 1限  8:45  8:45  8:45  9:20  8:40  8:40  1 

 講 

 座 

 ⽬ 

 9:35  9:30  9:25  10:00  9:30  9:30 

 2限  9:45  9:40  9:35  10:10  9:40  9:40 

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

 3限  10:45  10:35  10:25  11:00  10:40  10:40  ２ 

 講 

 座 

 ⽬ 

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

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

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

 昼⾷  12:35  12:15  11:55  12:30  ※帰りHRなし  ※希望申込制 

 予鈴  13:15  12:55  12:35  13:10 

 5限  13:20  13:00  12:40  13:15 

 14:10  13:45  13:20  13:55 

 6限  14:20  13:55  13:30  14:05 

 15:10  14:40  14:10  14:45  ⽕曜(LHR)  ⽔曜(集会) 

 HR  15:15  14:45  14:15  14:50  15:20  15:20 

 15:25  14:55  14:25  15:00  16:10  〜 

 7限  15:30  15:00  14:30  15:05 

 16:20  15:45  15:10  15:45 

 掃除  放課後10分間  ( 交代制 ) 

 2年補講  16:40   ※⽉･⽊(2･3年特進7限)、⽕(7限LHR)、⽉･⽊(2年補講) 

 3年受験講座  17:40   ※3年受験講座の期間は進路部から連絡有 

    ４⽉の⾏事予定  〜毎朝の検温と感染症予防にご協⼒をお願いします〜 

 ７  ⽊A 

 始業式･新⼊⽣オリエンテーション 

 授業開始 

 2年⽣ 到達度テスト  (4〜6限) 

 3年⽣教養コース 課題テスト  (2〜6限) 

 16  ⼟B  1年⽣ 到達度テスト 2･3年⽣ 授業⽇ 

 18  ⽉B  内科検診 

 19  ⽕B  尿検査1次 

 ８  ⾦A 

 1年⽣ オリエンテーション  (1限) 

 3年⽣ ⽣徒･保護者対象⼤学⼊試ガイダ 

 ンス  (希望制/18:00〜) 

 20  ⽔B  ⻭科検診  (9:00〜)    

 22  ⾦B  内科検診 

 看護医療栄養系プログラム講演会  (放課後) 

 ９  ⼟  [AM]1〜3年⽣ 健康診断 

 2･3年⽣ ベリタスプラザ説明 

 23  ⼟B  1年⽣ サタディプログラム前期① 

 2･3年⽣ 授業⽇ 

 11  ⽉B  創⽴記念式典  (1限)  26  ⽕A  [LHR]薬学講座 

 12  ⽕B  [LHR]3年⽣ 受験⼿続き･模試の説明 

    カトリック特別⼊試説明会  (希望者) 

 27  ⽔A  ＜全校集会  (連休中の諸注意)  ＞ 

 28  ⽊A  3年⽣特進コース 全統マーク模試  (1〜7限) 

 部活動登録締切 
 13  ⽔B  認証式  (朝 放送)   ＜委員会＞ 

 15  ⾦B  内科検診  29  ⾦  【㈷昭和の⽇】 

    
      TEL：(053)454-5376 FAX：(053）453-4719   https://hamamatsu-seisei.jp/ 

https://hamamatsu-seisei.jp/

