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浜松聖星⾼等学校通信

遠⾜ -5⽉2⽇(⽉)-

１年⽣は⾃然豊かな三河湾を望むテーマパーク
「ラグーナテンボス」へ出かけました。ゴールデン
ウィーク中⽇であるにもかかわわらず、渋滞にも巻
き込まれず予定通り、現地に到着し、ライト系アト
ラクション、冒険型アトラクションをそれぞれ思い
思いに楽しんでいる様⼦が⾒られました。晴天にも
恵まれ、新しいクラスメートと打ち解ける最⾼の１
⽇となりました。
２年⽣は「博物館明治村」に⾏き、チーム対抗
⽅式の「リアル⼈⽣ゲーム」を体験しました。各
チームがタブレットに表⽰されたルーレットを回
して⼈⽣ゲームの盤⾯に⾒⽴てた村内を巡り、明
治時代に関する様々なミッションに挑戦しました。
１位チームの総資産は169,840,902円。楽しみなが
ら明治時代の暮らしや⽂化を学ぶ遠⾜となりました。
３年⽣は三重県の「ナガシマスパーランド」
に⾏きました。天候にも恵まれ、ＧＷ最中で
予想通りの来場者の多さでしたが、感染対策
を事前に確認し、楽しい時間となりました。
アトラクションを楽しむ⽣徒、アウトレット
で⽬的のものを探す⽣徒、様々でしたが、友
⼈との親睦を深められた１⽇となったようで
す。

マリア祭 -5⽉24⽇(⽕)7限LHR-

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、「愛と
奉仕」に⽣きた聖⺟マリアを讃え、厳粛な雰囲気に包まれながら感謝の祈り
を捧げました。２年越しの体育館開催となり、全校⽣徒が集うなかで、各ク
ラスの代表をつとめる宗教委員が献花、事前の宗教の授業で書いた祈りのカ
ード、キャンドルの奉納を⾏いました。
ー⽣徒感想よりー
‧「⼈⽣の⾒⽅」という⾔葉が印象に残っています。聖書の教えを読んだり、聞
いたりすることでいつもの⾃分の考え⽅と別の考え⽅を知り、気付きを得るこ
とがあるので関⼼がとても⾼まりました。
‧宗教の授業の時間に書いた願い事やお祈りがマリア様に届き、その願い事が実
際に起こることを期待しつつ、⾒合った⾏動を⽇頃からしていきたいです。
‧全校⽣徒が会場に揃ったマリア祭の雰囲気は、昨年のリモートの時とは全然
違って世界観が直に感じられました。
‧今まで以上に周りに気を遣って⾏動し、感謝する数を増やしていきたいです。
‧今回宗教委員としての仕事で、他の⼈よりも近い距離感でマリア様に敬意を払
うことができ、とてもよい機会であったなと思っています。
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交通安全教室 -1年⽣:5⽉10⽇(⽕)7限LHR∕2年⽣:5⽉31⽇(⽕)7限LHR -

１･２年⽣を対象に、交通安全教室を開催しました。
⾼校⽣にとって⾝近な移動⼿段である⾃転⾞ですが、ルールを守らない
と⼤きな事故を起こしたり巻き込まれたりする可能性が⾼まります。
４⽉から⾃転⾞通学を始めた１年⽣が多いなか、交通指導員の⽅の話
に熱⼼に聞き⼊る⽣徒が多くみられました。⾃転⾞通学率の⾼い２年⽣
も、クイズを交えた講義に集中して⽿を傾けていました。⾃転⾞も⾞両
に含まれることや、⾃転⾞通⾏可の歩道では歩⾏者への思いやりの⼼を
もって運転しなければならないこと、⾃転⾞保険に加⼊することの重要
性など、お話とDVDの映像を通して基本的なルールを学び、⼤変勉強に
なりました。

２学年教員からのメッセージ

前回通信での１学年に引き続き、今号は“２学年”担当の教員11名からのメッセージを掲載します。
（ [ ] 内所属教科 担当科⽬/担当部活 ）
✾２学年主任 黒川 ⻯伯 [国語科] 担当：現代⽂ / 剣道部
⼤学進学を⽬標とする⾼校２年⽣の１⽇の平均学習時間はおおよそ３時間〜４時間と⾔われています。
このデータをどのように感じるか各々違いはありますが、19ヶ⽉後に⼤学⼊学共通テストが⾏われる事実
に違いはありません。特に学習は継続が⼤きな⼒となります。１⽇１⽇の積み重ねが⼤きな⽬標を達成す
る第⼀歩になるはずです。皆が⾼い⽬標に挑戦できる環境づくりを学年全体で⼼掛けたいと思っています。
今年も１年よろしくお願いします。
✾21HR担任 戎 智⼦ [保健体育科] 担当：保健･体育 / ダンス部
１年⽣は、⾃分の可能性の種まきを沢⼭し、成⻑できるよう努⼒した１年でした。２年⽣は、継続的に
やり抜く⼒を鍛える⼤切な⼀年になります。耐えて地⾯の中に太く⻑い根を張り、３年⽣で⾃分らしい素
敵な花を咲かせてもらいたいです。様々な困難が予想されますが、成功も失敗も必ず⾃⾝の⼒になります。
HRや授業を通して、⾒守りサポートしていきたいと思います。１年間よろしくお願いいたします。
✾22HR担任 佐々⽊ 深雪 [国語科] 担当：古典 / 男⼦サッカー部
本年度、22HRの担任を務めさせていただきます、佐々⽊深雪と申します。
２年⽣は特に３年⽣から部活動を引き継ぎ、中⼼となる⽣徒が多いと思います。そんな中でも⽣徒たちは
春休み明けの到達度テスト、５⽉の中間試験と⾃らの学⼒と向き合わなくてはならない時間がありました。
まずは⽇々の⼩テストから⾼得点を⽬指せるようにと意識が変わるように指導をしていく所存です。
話は変わりますが、先の遠⾜の前⽇にデジカメを買いました。ベリタスや修学旅⾏など、⽣徒の笑顔を
いっぱい撮りたいなあと思います。
✾23HR担任 須⼭ 紘未 [国語科] 担当：現代の国語･現代⽂ / ダンス部
昨年度は３年⽣の担任をしており、授業も３年⽣のみを担当していたため、「はじめまして」の新２年
⽣の⽣徒の皆さんと新しい環境の中で新鮮な毎⽇を送っています。２年⽣の１年間は、進路について動き
始める重要な期間となります。⽣徒達が⾃分⾃⾝としっかりと向き合いながら、３年⽣に向けて⼤きく成
⻑していくサポートを精⼀杯していきたいと思います。１年間、どうぞよろしくお願いいたします。
✾24HR担任 美和 裕⼦ [地歴公⺠科] 担当：歴史総合･⽇本史Ｂ / 吹奏楽部
先⽇、２年⽣の授業で浜松市博物館と蜆塚遺跡の⾒学に⾏きました。写真や映像だけでなく、地域の各
種資料に直に触れることで、歴史は⾝近に感じられます。コロナ禍で⾏動が制限される期間が⻑く続きま
したが、学校の⽴地を⽣かし、⽣徒と共に“学ぶ･考える”時間を⼤事にしたいと改めて確認できました。
２年⽣は「学校⽣活の主⼈公」になる学年であり、卒業後の進路の決定に向けてとても重要な時期にな
ります。将来について、普段の学校⽣活について等々、悩みや迷いを抱える⽣徒⼀⼈ひとりに寄り添い、
楽しさや笑顔を共有し、その成⻑を⾒守れるよう努めてまいります。

担任 園川⾹おり [情報科] 担当：情報Ⅰ･社会と情報 / 情報処理部

✾25HR

本年度、聖星全⽣徒がChromebookを所有する環境が整いました。⼊学購⼊時にはどれも同じだった
Chromebookは⽣徒たちと⼀緒に学校⽣活を送り、それぞれの個性を持った⽂房具として⽣徒とともに成
⻑しています。この当たり前の⽇常をどんな技術が⽀えているのか、教科「情報」ではその謎を解明して
いきます。
担当する理系クラスでは、進路の実現に向け、志⾼く、お互いが貢献しあうクラスを⽬指します。その
他、静岡⼤学との⾼⼤連携、情報系検定、プログラミングコンテストやICT系ボランティア活動など、様々
なSTEAM教育を展開していく予定です。どうぞよろしくお願いいたします。
✾26HR担任 中村 隆之 [英語科] 担当：コミュニケーション英語Ⅱ / 英語部･軽⾳楽同好会
中村隆之と申します。英語部と軽⾳楽同好会の顧問をしております。担当教科は英語で、25･26･27HRの
コミュ英Ⅱを受け持っています。今年で教員⽣活37年⽬となりました。定年が近づいているせいなのか何
気ない⽇々の出来事に感動を覚えることが多くなりました。また⼼優しい素晴らしい⽣徒たちに囲まれ幸
福感に包まれて仕事をしております。どうぞこの⼀年、よろしくお願いいたします。
✾27HR担任 今泉 孝夫 [数学科] 担当：数学Ⅰ･数学Ⅱ･数学Ⅲ / バドミントン部
新学期から約２か⽉が過ぎ、⽣徒はクラスの中で徐々に新しい環境に慣れてきたかと思います。この時
期こそ、何事にもパワーアップをはかる絶好のタイミングです。努⼒は必ず成功を導くと信じて将来に向
けた確かな希望を持ち、本校での⽣活を通して広い世界における多様性や様々な価値観を⾝につけ、幅広
い視野を持った⼈に育ってほしいと願っています。
✾副担任 今⽥ 裕⼦ [保健体育科] 担当：保健室 (養護教諭)
保健室で⽣徒の⼼⾝の健康を⾒守っています。元気なときでも、元気がないときでも気軽に⽴ち寄って
もらえる雰囲気を⼤切に、⽣徒と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！」と思え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。
コロナ禍ではありますが、⽣徒が安⼼して学校⽣活を送れるように環境維持に努めます！
✾副担任 ⼩笠原 祥⼦ [理科] 担当：⽣物基礎･⽣物基礎演習 / サイエンス部
広報･募集の担当をしています。４⽉にはBLENDによるアンケートにご協⼒下さり、ありがとうございま
した。学校における様々なイベントや⽣徒が⽣き⽣きと活動する姿を発信し、聖星⾼校の魅⼒を外部に伝
えていきたいと思います。インスタグラムでも⽇々の出来事を発信しておりますので是⾮登録をお願いし
ます。（浜松聖星⾼等学校【公式】です。）知り合いの⽅にも薦めていただけると⼤変ありがたいです。
よろしくお願いします。
✾副担任 鈴⽊ 瑶介 [数学科] 担当：数学Ⅱ･数学Ｂ･数学演習 / テニス部
２学年の副担任を担当させていただきます。主に校内の情報管理をやっています。
数学では問題の内容を理解して考えることがもっとも⼤切だと思います。社会に出れば答えがある
かどうかも分からない問題を考える必要があり、その練習として答えのある数学を使って勉強するの
だと思います。ICT機器の導⼊により問題を理解し考える時間が取りやすくなりました。数学のみなら
ずさまざまな問題を考えさせる時間をお⼦様に作っていければと考えています。どうぞよろしくお願
いいたします。

⾐替えのお知らせ

慣例によりまして、６⽉１⽇(⽔)より⾐替えを実施します。 ※夏服着⽤期間：〜10⽉1⽇(⼟)
冬服･夏服の併⽤期間は６⽉10⽇(⾦)までとなりますので、この移⾏期間は、気温や天候にあわせて
服装を調整してください。ご理解とご協⼒をよろしくお願いします。

ベリタスプラザ(⽂化祭)のご案内 -6⽉11⽇(⼟) 9:30〜14:30 ⼀般公開 -

＊テーマ「只今⻘春爆⾛中」
＊内容 部活動(⽂化部中⼼)‧同好会発表、⽂化部‧宗教委員会‧多⽂化交流プロジェクト展⽰、
有志発表、ホームルーム展⽰、薬物乱⽤防⽌キャンペーン、同窓会バザー、PTA‧後援会企画など
＊体育館舞台発表 スケジュール
＊⼩講堂発表 スケジュール
9:40~10:40
吹奏楽部
11:30〜12:00 演劇部
10:50~11:25 ダンス部
11:25~11:40 ⽇本舞踊部
＊展⽰発表部活
11:45~11:52 有志①バトン
英語部‧グローバルイシュー研究部
11:55~12:00 有志②ダンス舞台
サイエンス部‧茶華道部‧情報処理部
12:05~12:20 有志③歌
美術部
12:20~12:32 有志④歌
12:50~14:00 軽⾳楽同好会
＊校内放送 ＊同窓会バザー
14:05~14:30 有志⑤バンド
放送部
9:30~11:00
※ご来場の際は上履きをご持参のうえ、マスク着⽤などの基本的なコロナ対策をお願いします。
詳細はBLENDにて改めてご案内いたしますので、ご覧のうえ是⾮お越しください。

授業参観のお知らせ -6⽉24⽇(⾦) 13:00〜14:40 (5･6限) -

６⽉24⽇(⾦)５･６時間⽬に授業参観を予定しております。
但し、新型コロナウイルス感染症の流⾏状況によっては中⽌します。
実施の場合の時間割等の詳細、中⽌の連絡は、６⽉中旬にBLENDを通じてご連絡いたします。

６⽉の⾏事予定
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⽔B ＜委員会＞
⽊B ⾯談週間 45分短縮授業
⾯談週間 45分短縮授業
⾦B
[全⽇]3年⽣⼤学⼊学共通テスト模試
1年⽣ サタディ･プログラム前期④
⼟B 2･3年⽣ 授業⽇ [PM]⼩論⽂講座②
[PM]3年⽣⼤学⼊学共通テスト模試(希望者)
⽇
⽉A
⽔A
⽊A
⾦A
⼟A
⽉
⽕B
⽔B

第1回英検1次試験
⾯談週間 45分短縮授業
＜職員会議＞ 45分短縮授業

全⽇]ベリタス準備
ベリタス･プラザ(校内発表)
ベリタス･プラザ(⼀般公開) ＊教育実習終了
[

ベリタス代休
[LHR]⾼校⽣消費者講座
⽿⿐科健診(9:30〜)

⽊B
2年⽣特進補講
⾦B 第1回漢字検定
1年⽣ サタディ･プログラム前期⑤
⼟B
2･3年⽣ 授業⽇
⽉A
2年⽣特進補講
⽕A [LHR]2年⽣進路ガイダンス
⽔A ＜全校集会＞
⽊A
2年⽣特進補講
45分短縮授業 授業参観(5･6限)
⾦A
校内英語スピーチコンテスト
⼟ [PM]⼩論⽂講座③
⽉A
2年⽣特進補講
[LHR]1年⽣思春期セミナー
⽕A
2年⽣適性診断･ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ説明
⽔A ＜委員会＞

16
17
18
20
21
22
23
24
25
27
28
29

＊英語･国語･体育科の教育実習⽣３名が実習中です。

：(053)454-5376

TEL

：(053）453-4719

FAX

https://hamamatsu-seisei.jp/

