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浜松聖星⾼等学校通信

アメリカ短期研修 -7⽉23⽇(⼟)〜8⽉6⽇(⼟)-

３年ぶりにアメリカ研修が実施されました。サンディエゴ市はコロナ
共⽣にマインドシフトしており、⼈混みでマスクをせずに咳をしている
⼈も多数⾒受けられました。このような状況下での研修でしたが、⽣徒
たちの感染対策意識は⾼く、体調を崩す⽣徒は⼀⼈もおらず、有意義な
体験を満喫した次第です。帰国前のPCR検査も全員陰性でクリアーし、
数々の珠⽟の思い出を胸に帰路につきました。

エンパワーメントプログラム -8⽉22⽇(⽉)〜26⽇(⾦)-

１年⽣特進コースの⽣徒全員に教養コースからの参加希望者４名
を加えて、８⽉の第４週にエンパワーメントプログラムを⾏いまし
た。コロナ禍にあるため、感染対策を徹底しながら２会場に分かれ
ての実施となりました。全体的に昨年度より静かな雰囲気ではあり
ましたが、⽣徒たちは熱⼼に取り組んでいました。

年度
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R4.9.1

発⾏

引率 中村隆之･⼤島⼰侑

エンパワーメントプログラムは、グローバルリーダーとしての素養を学び、⾃分
の将来や可能性を考える、オールイングリッシュの短期国内研修プログラムです。
世界中から集まった現役⼤学⽣‧⼤学院⽣のグループリーダーとともに⾃分⾃⾝
や地域社会、グローバルな課題について考え、アクティビティやディスカッショ
ンなどを通じて、新しい価値観‧異⽂化への理解を深め、現代に必要な国際感覚
を養いました。英語で考え、積極的に発⾔･会話をする貴重な機会となりました。

夏期休暇中の部活動報告

部活名

夏期休暇中の活動‧⼤会実績（７⽉〜８⽉）

第34回静岡県⾼等学校バドミントン選⼿権⼤会⻄部地区予選(8⽉1⽇(⽉)~6⽇(⼟))
[男⼦⼀般ダブルス] 虎岩永祐･シャムウェイ旺園トーマス 2位
[男⼦⼀般シングルス] 虎岩永祐 5位
[男⼦初⼼者シングルス] 柳⽥優樹 10位
[⼥⼦⼀般ダブルス] ⽊本奏･福⽥ほのか 4位 / 宮澤つぐ美･中村咲瑛 6位
バドミントン [⼥⼦⼀般シングルス] 福⽥ほのか 8位
第34回静岡県⾼等学校バドミントン選⼿権⼤会(8⽉17⽇(⽔))
[男⼦⼀般ダブルス] 虎岩永祐･シャムウェイ旺園トーマス ベスト8
[男⼦初⼼者シングルス] 柳⽥優樹 ベスト8
ダンス 第34回全⽇本⾼校･⼤学ダンスフェスティバル(神⼾) 出場(8⽉11⽇(⽊))
令和4年度静岡県⾼等学校新⼈体育⼤会テニス競技(シングルス)⻄部地区予選 出場(8⽉4⽇(⽊))
テニス 第33回アズマカップ⾼校テニス⼤会(ダブルス) 出場(8⽉9⽇(⽕))
第55回私学⼤会テニス競技 出場(8⽉17⽇(⽔)･22⽇(⽉))
第65回東海陸上競技選⼿権⼤会 出場(8⽉20⽇(⼟)･21⽇(⽇)）
[⼥⼦⾛⾼跳] 加藤那奈美
[⼥⼦4×100mリレー] ⽶澤桃花･平野恵菜･後藤梨⾥･柴⽥佳歩･鈴⽊夏莉菜･⻘⽊こころ
第72回浜松市内⾼等学校新⼈陸上競技対校選⼿権⼤会(8⽉28⽇(⽇))
[⼥⼦フィールドの部] 優勝
[⼥⼦総合] 4位
陸上競技 [⼥⼦100m] 平野恵菜 総合1位 / ⽶澤桃花 総合8位 [⼥⼦200m] 平野恵菜 総合4位
[⼥⼦400m] ⼩⽥⼼花 総合7位
[⼥⼦4×100mリレー] ⽶澤桃花･平野恵菜･棚村愛美･⼩⽥⼼花 総合3位
[⼥⼦⾛⾼跳] 中村百合 総合4位
[⼥⼦⾛幅跳] 棚村愛美 総合2位
[⼥⼦砲丸投] 内⽥茉希 総合3位
[⼥⼦円盤投] 内⽥茉希 総合2位
[男⼦三段跳] 柴⽥樹希 総合7位 / 鈴⽊証 総合8位
[男⼦⾛⾼跳] 伊藤優⽣⽉ 総合5位
⼸道 令和4年度静岡県私学体育⼤会⼸道競技 出場(8⽉23⽇(⽕))
⼆郎杯争奪静岡県⻄部サッカーユースリーグ2022 3部Aリーグ
⽥農業⾼校 2-0
男⼦サッカー 第第56節節 (7(7⽉⽉2330⽇⽇((⼟⼟)))) vsvs 磐
浜松商業⾼校2nd 3-0
第7節 (8⽉27⽇(⼟)) vs 浜松学院⾼校 1-1
令和4年度 Seashore Park Cup 出場(8⽉21⽇(⽇))
⼥⼦サッカー 令和4年度選⼿権静岡県予選 出場中(8⽉28⽇(⽇)~)
令和4年度⻄部リーグ 出場中(8⽉8⽇(⽉)~)
第63回静岡県吹奏楽コンクール⾼等学校A編成の部 静岡県⼤会 ⾦賞･静岡県教育委員会教育⻑賞
吹奏楽 (8⽉7⽇(⽇))
第77回東海吹奏楽コンクール⾼等学校A編成の部 ⾦賞(8⽉28⽇(⽇)) 全国⼤会進出決定
グローバル カトリック浜松教会「おにぎりボランティア」参加(7⽉23⽇(⼟))
イシュー研究 STOP温暖化若者会議クリーン作戦 於 中⽥島砂丘 参加(8⽉28⽇(⽇))
第69回ＮＨＫ杯全国⾼校放送コンテスト 出場(7⽉7⽇(⽊)~9⽇(⼟) / 7⽉27⽇(⽔) / 7⽉28⽇(⽊))
[朗読部⾨] ⽵内菜摘
放送 [創作ラジオドラマ部⾨] 「隠した思いは」(佐倉陽⾹･真壁彩花･⽵内菜摘･北村優弥･藤井歩製作)
第46回全国⾼等学校総合⽂化祭東京⼤会 とうきょう総⽂2022 出場(8⽉3⽇(⽔)~4⽇(⽊))
[朗読部⾨] ⽵内菜摘
[アナウンス部⾨] 真壁彩花

「第19回WRO 2022Japan 浜松地⽅予選⼤会」運営ボランティア(7⽉23⽇(⼟)･24⽇(⽇)）
情報処理 「第19回WRO 2022Japan決勝⼤会 in 浜松」運営ボランティア(8⽉28⽇(⽇))
※ロボット競技の副審判や会場スタッフとして部員56名がボランティアに参加
軽⾳楽同好会 第6回⾼等学校軽⾳楽コンテスト中部⼤会 出場(8⽉4⽇(⽊))

事務室より諸連絡

浜松聖星⾼等学校事務⻑ 櫻井 伸吾

⽇頃は就学⽀援⾦等の事務取扱にご理解ご協⼒いただき、ありがとうございます。この場をお借りして、
事務室からいくつかご案内いたします。
６⽉にご提出いただきました７⽉以降の就学⽀援⾦等の認定結果につきましては、その判定に必要な情
報の提供を県より受けることができました。こちらの内容から就学⽀援⾦等を算定し、６⽉以前と７⽉以
降とで差額が⽣じて返⾦あるいは請求が必要な⽅には、９⽉９⽇(⾦)に精算を予定しています。その内訳
につきましては、BLENDの「引落明細」にて確認できるようにいたします。詳細は、精算の際に改めてご
案内いたします。（9⽉12⽇(⽉)からは新しい⾦額を反映して振替⼿続きを⾏う予定です。）
就学⽀援⾦の判定と同時に、奨学給付⾦(住⺠税⾮課税世帯の⽅が就学⽀援⾦や県授業料減免とは別に受け
ることができる給付⾦)の判定作業も⾏っています。奨学給付⾦につきましては、９⽉１⽇(⽊)に対象とな
る⽅宛て申請書類を配布し、その旨をBLENDでご案内する予定です。書類がお⼿元に届いた⽅は、必要書
類を揃えて提出期限までにご提出ください。
今年度より各種証明書等の発⾏がBLENDを通じて申請できるようになり、今までにも多くの⽅にご利⽤
いただいています。「在学証明書」「通学証明書」「学割証」「⾝分証明書(再発⾏)」はBLENDの「各種
申請」で受け付けていますので、必要な際にはご利⽤ください。各種証明書等の発⾏申請以外に、BLEND
では保護者専⽤問い合わせ窓⼝も新設しています。こちらも多くの保護者の⽅にご利⽤いただいています
ので、事務室宛てに限らず、クラス担任や部活動顧問宛て等、必要な際にはBLENDの「各種申請」からご
利⽤ください。本校ではICTを教育現場での活⽤だけではなく、保護者のみなさまの利便性向上に繋げら
れるよう努めています。ICTの活⽤を通じて、本校をより⾝近に感じていただければ幸いです。

９⽉の⾏事予定

⽊B 避難訓練
2年⽣特進補講
末広会総会
⾦B ニュース時事能⼒検定(放課後)
1･2年⽣ 到達度テスト(1〜3限)
⼟B 3年⽣ 授業⽇ ※2年⽣4限通常授業

1
2

3

⽉
2年⽣特進補講
⽊
2年⽣特進補講
⾦ 世界遺産検定(放課後)
3年⽣ ベネッセ駿台共通テスト模試
⼟ (特進＋教養希望者)

5
8
9
10
12
13
14

⽉B
2年⽣特進補講
⽕B [LHR]1年⽣プレ⼩論⽂講座
⽔B ＜学年集会＞

※今年度の体育祭は学校グラウンドにて実施します。
15
16
17
19
20
21
22
23
26
27
28
30

⽊B
2年⽣特進補講
⾦B ⾯談週間 45分短縮授業
1年⽣ サタディ･プログラム前期⑥
⼟B 2･3年⽣ 授業⽇ [PM]⼩論⽂講座⑤
⽉ 【㈷敬⽼の⽇】
⽕ ⾯談週間 45分短縮授業 [LHR]⾯談
⽔ ＜職員会議＞ 45分短縮授業 ※⾯談なし
⽊ ⾯談週間 45分短縮授業
⾦ 【㈷秋分の⽇】
⽉B ⾯談週間 45分短縮授業
⽕B ⾯談週間 45分短縮授業 [LHR]⾯談
⽔B 体育祭総練習
⾦B 体育祭

毎朝７時にグーグルフォームが届きますので、⽣徒が各⾃体温を⼊⼒するようご指導ください。
本⼈はもちろん、ご家族に「発熱等かぜ症状」がある場合も登校を⾒合わせ、外出を控えてください。(出席停⽌)
陽性･濃厚接触者の報告は、専⽤フォーム［https://forms.gle/eLr4eUq58P5fCLZM6］に⼊⼒をお願いします。

✦
✦
✦
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