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全国生徒会 前期活動報告 

 

『 スポーツの力 』 

生徒指導部長 塩谷 貴男    

                    今年の星槎の夏は、全国大会に参加した７６名の目覚しい活躍に熱く盛 

                   り上がった。なぜならば、真剣に必死に戦う姿は、多くの人の心を打つか 

                   らである。汗と泥と涙にまみれた選手に感動する。これは、まさしく星槎 

                   の目指す「共感理解教育」の成果である。結果はさておき、同じ志を持っ 

                   た仲間がここにいる。そしてみんなで共感し合う。星槎を代表して戦った 

                   選手団に心からの敬意を表したい。 

 ２０２０年には、１９６４年以来になる夏のオリンピックが東京で開催される。世界的なスポーツの祭典に日本中

が盛り上がるだろうと予想される。前回の東京オリンピック時、私はまだ１才だったのでもちろん記憶にないが、地

元である日本選手の活躍に日本中が沸き上がり、その後、戦争の敗戦から完全に立ち直り、先進国の仲間入りをして

経済大国に駆け上がっていった。２年後の東京オリンピックでは、日本にどのような変化をもたらすのか非常に楽し

みである。さて、オリンピック開催国を決定する最終プレゼンに起用されたパラリンピアン佐藤真海選手のスピーチ

は多くの人々の心を打った。骨肉種で足を失い、震災で故郷を失って、絶望のどん底にいた彼女を救ったのが「スポ

ーツの力」だった。 

「私にとって大切なのは、私が持っているものであって、私が失ったものではない。」 

この言葉を聞いて、自分の悩みがいかにちっぽけな事かと気がついた。そして、チャレンジして失うものより、学ぶ

ことのほうがはるかに多いことを教えてくれた。日本社会を一気に盛り上げる「ＴＯＫＹＯ２０２０」。チームジャ

パンの一人として「スポーツの力」を信じてみんなで応援しよう。 

 

 

―建学の精神― 
社会に必要とされることを創造し、常に新たな道を切り開き、それを成し遂げる 

 

―教育理念― 
必要とする人々のために新たな道を創造し、人々が共生しえる社会の実現を目指し、 

それを成し遂げる 

 

―教育目標― 
困難な場面において、相手を想い、笑顔と勇気を持って立ち向かう強い心の育成 

 

―校 訓― 

労働（人のために働くこと） 

感謝（いつも感謝する気持ちを忘れないこと） 

努力（努力をし続け、決してあきらめないこと） 

 

―星槎の３つの約束（共生の理念）― 

人を認める 

人を排除しない 

仲間をつくる 
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★地区生徒会研修報告★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 星槎国際高等学校の地区研修、今年は「星槎電力プロジェクト」について学習しています。北海道・東北

ブロック、北陸・名古屋ブロック、関東・東海ブロック、関西・中国・四国・九州・沖縄ブロックの合計4

ブロックで開催されました。各ブロックとも、それぞれに目標を掲げ、活発に意見を交換し、実りある研修

となりました。4ブロックそれぞれの報告を掲載致します。 

☆北陸・名古屋ブロック 

（富山 GC・福井 GC・浜松 GC・静岡 CP・名古屋 GC 

 星槎名古屋中） 
 北陸・名古屋ブロックの研修は、学校をよりよくする方法、星槎電力、地下鉄を使

ったフィールドワークなどおこないました。 

 ｢各校舎ごとに色がありました。その魅力や色を浜松に取り入れ、浜松をより良く

して行きたいです｣（浜松GC） 

 ｢電気の重要性を改めて実感することができました｣（福井GC） 

 ｢一人ひとり思っている気持ちや考え方が違うことを意識できました｣（名古屋GC） 

 ｢掲示物の仕方や行事など、とても参考になりました｣（静岡GC） 

 ｢同じ星槎の仲間と有意義な時間を過ごすことができました｣（富山GC） 

☆北海道・東北ブロック 

（本部校・札幌 GC・札幌北 GC・帯広 GC・仙台 GC・郡山 GC） 
星槎電力プロジェクトをより良い学習にするため、北海道の鹿追町環境保全セ 

ンターバイオガスプラント見学に行き新しい発見がありました。調査、交流と充 

実した研修になりました。 

 ｢バイオマス発電所を見学することで、今後電力PJでどのように活 

動すればよいか、とても参考になりました｣（郡山GC） 

 ｢他のセンターの生徒と活動するのが初めてだったので、話し合いや発表も参 

考になり、貴重な経験となりました。今後の生徒会活動に活かしていきたいと 

思います｣（札幌北GC） 

「バイオガスプラント見学では、家畜の糞尿を利用して電力を発電していること 

を知り、とても勉強になりました。」（仙台GC） 

｢施設見学などを通じて、自分がどのように再生可能エネルギーと関われるか深 

く関心を持つことができました。また、他校舎の生徒と交流し様々な意見を聞い 

て刺激を受けました｣ （札幌学習GC） 

☆関東ブロック 

（八王子 GC・立川 GC・横浜鴨居 GC・横浜 CP・厚木 GC・湘南校 

 北斗校・大宮校・川口 CP） 
テーマは「星槎の輪を広げる～選択する力を身につける～」でした。学習内容は星槎電力

プロジェクトの一環としてバイオマス発電所を見学し、成果物として電力について新聞を作

成しています。 

 ｢他校舎との交流、発電所の見学と貴重な経験ができました｣（横浜鴨GC） 

 ｢普段は顔を合わせない星槎の仲間と一緒に課題に取り組み、意識の高さと協力する楽しさ

を学びました｣（大宮校） 

 ｢気さくな人たちばかりで、一緒に学習が出来て良かったです｣北斗校） 

 ｢他校の生徒会の方からアドバイスをもらうことで視野が広がりました。実りのある地区研

修になりました｣（立川GC） 

☆関西・中国・四国・九州・沖縄ブロック 

（大阪 GC・広島 GC・丸亀 GC・高松 GC・福岡東 GC・福岡中央 GC 

 小倉 CP・沖縄 GC・那覇 CP） 
 テーマは「自治力向上に向けた研修」でした。各校舎の特徴、改善点などを討論したり、

プレゼンテーションしました。星槎電力プロジェクトの中間発表も行いました。 

 ｢各学習センターの皆さんと交流が持ててとても有意義な学びの場でした｣（大阪学習GC） 

 ｢グループワークやプレゼンテーションを通して、それぞれの校舎の特徴・雰囲気を共有す 

ることができました｣（広島GC） 

 ｢研修で改善点が見えたので、丸亀に持ち帰って共有したいと思います。｣（丸亀GC） 

 ｢自身のセンターの改善点を考えられたり、参考にしたいことを見つけられたりする良い機

会になりました｣（高松GC） 

｢自分たちに何が足りないのかを理解することができた貴重な時間でした。｣（福岡中央GC） 

｢この研修で得たことを自分たちの校舎に活かしていこうと思います｣（福岡東GC） 

｢交流からたくさん刺激ももらいました。持ち帰り、しっかり伝えていきます｣（小倉CP） 

 ｢今回の学べたことは、大きな成果を出すためには、小さな一歩の積み重ねが大切だというこ

とを学びました。今日から個人で出来ること、チームで出来ることを実行します｣（沖縄GC） 
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★前期の生徒会活動・交流の紹介★ 

 

札幌北学習センター｢老人ホーム清掃ボランティア｣ 

札幌北生徒会では、ボランティア活動を行いました。施設内の清掃のほか、周辺の草刈りを行う際

には電動草刈り機を使用させていただくなど、初めての経験ばかりで学ぶことが多いボランティ

ア活動となりました。 

 

札幌学習センター｢流しそうめん大会｣ 

夏企画として中・高校生一緒に流しそうめんを行いました。雨天のため屋内でしたが、ペットボ

トルで自作した台を使い、生徒も浴衣を着たりと華やかな雰囲気で行うことができました。 

 

仙台学習センター「定禅寺ジャズフェスティバル ガンザ制作」 

仙台４大祭りのひとつで、市民が手作りする「定禅寺ストリートジャズフェスティバル」の準備

に関わっています。TV取材も受けながら、募金を集めるためのガンザ（ブラジルの楽器）を手作

りしました。街づくりに貢献している実感が持てて嬉しいです。 

 

郡山学習センター「ラフトグランプリ」 

生徒が得意なこと、頑張っていること、やりたいことを競技種目とし、クラス対抗で戦う行事で

す。教員チームとも各クラスが全力で戦います。今年は1年生が最後の種目で教員チームを破

り、見事優勝を果たしました。 

 

大宮校 「新入生歓迎会」 

星槎で学ぶ新しい仲間を、全校生徒で歓迎すべく、バンド発表やビンゴ大会、部活動紹介などを

準備しました。新入生が安心して学校生活を送れるよう、歓迎会後も仲良く交流しています。 

 

 

立川学習センター 「生徒会主催！！平成最後のLast Smmer!～企画ざんまいで楽しもう～」 

夏休み中に補充時間解消を目的とした「夏企画」という企画が約80企画あります。生徒会では、

交流を目的とした企画を計画し、8/10 に実施しました。水遊び、ホラー映画、ゲームの３ブース

を用意し、多様な企画でより多くの生徒が参加し、学年関係なく交流できる企画となりました。 

 

八王子学習センター 「日野市平和事業」 
八王子・立川ＧＣ合同で、日野市平和事業に参加しました。生徒会を中心に約 20 名の生徒が演奏・音

響・朗読・合唱・記録・運営として参加しました。公民館や他の団体の方々と協力しながら、平和につ

いて考えるイベントをつくりあげました。 

 

厚木学習センター 「体験入学生徒スタッフ」 

この夏、厚木の生徒会メンバーはフル回転でした。生徒会研修、ボランティア、地域清掃などいく

つもの活動に参加しました。そのなかでも体験入学生徒スタッフでの頑張りは自慢できます！緊

張している中学生に神対応。笑顔、あいさつ、授業のサポート、学校紹介。厚木の体験入学は生徒

会が盛り上げています。 

 

横浜鴨居学習センター 「新入生歓迎会」 

平成30年4月6日（金）に「新入生歓迎会」が行われました。2、3年生の有志が主導で企画・運

営を行い、2、3 年生が作ったカレーでもてなしたり、レクリエーションを通して交流を深めたり

しました。はじめは緊張した様子の新入生でしたが、徐々に笑顔が見られ、無事に終了いたしまし

た。学年の壁を越えて絆を深めることができた「新入生歓迎会」となりました。 

 

横浜キャンパス 「文化祭テーマ決め」 

秋にある文化祭にむけて、テーマ決めを行いました。テーマは「笑―Ｔｉｍｅ」今年は昨年を越え

て、見せます！そして、魅せます！ＳＨＯＷ ＴＩＭＥ！ 

 

 

北斗校 「新入生歓迎会」 

年度の始まりに生徒会が主催する【新入生歓迎会】は、舞台の設営や音響関係設置、装飾や企画進

行まで生徒主体で実施しています。年度を跨いでの準備が必要になりますので、北斗校の生徒会活

動任期は前年度後期から今年度前期という形をとっています 

 

静岡キャンパス 「夏期講習ハンバーグ研修所」 

静岡県民が愛してやまない「さ〇や〇ハンバーグ」の完全再現を試みました！牛肉100％を自分た

ちで挽き、炭火焼きで作ったハンバーグは最高の出来栄えでした。ハンバーグの調理を通して、場

所文化を知り、静岡愛を感じる時間となりました。 

 

浜松学習センター「スポーツ大会」 

6月 26日スポーツ大会を行いました。スポーツ大会実行委員が主体の活動でしたが、生徒会役員

も影で活動を支え、今まで浜松では行っていなかった学年対抗のスポーツ大会を成功させ、学年の

絆を深めることが出来ました。 

 

名古屋学習センター 「栄・久屋クリーンアップ大作戦」 

校舎近くにあるテレビ塔付近の清掃活動に参加しました。近隣の企業の方々も参加しており、

おもてなし武将隊やご当地アイドルの方も一緒にごみ拾いをしました。 

 

 

富山学習センター 「流しそうめん」 

毎年恒例の行事です。山に竹を切りに行き、節を加工し、組み立てまで生徒で行っています。今年

もいろいろな方の笑顔が見られました。地域の人とも交流ができ生徒たちもとても良い体験にな

りました。 

 

福井学習センター 「星槎オリンピック スポーツ部門中部大会」 

6月１９日名古屋市で開催された中部大会。福井からは全学年から 20名が参加しました。以前か

ら練習を重ねてきたバスケットボールや、ドッチボール、卓球、選抜リレーで奮闘し良い汗を流す

姿が見られました。今回の大会を通じて、仲間との絆も深まったように思えます。 

 

大阪学習センター 「全国生徒会ネットワーク研修」 

6月２３日（土）に全国で行われました生徒会ネットワーク研修に参加しました。全国での生徒会

活動や、生徒会役員としての責任を自覚する1日となりました。また、全国４会総会に参加するこ

とにより、星槎の取り組みなどを知る良い機会となりました。 

 

広島学習センター 「星槎夏祭り」  

８月に、生徒会主催の夏祭りが開催されました。 

執行部は浴衣を着用し、焼きそば、かき氷、ボール投げなど様々な屋台でイベントを盛り上げ、最

後は、みんなで公園に行き花火をして楽しみました。 

－ 5 － － 6 － 



                                                                                           

 

高松学習センター「文化祭に向けて」 

高松GCでは、１０月２８日（日）に文化祭を行います。それに向けて、生徒会を中心に文化祭

実行委員を結成し、様々なステージ企画や模擬店、アトラクションを計画しています。 

 

丸亀学習センター「地域ボランティア清掃活動」 

毎月校舎のある地域商店街の清掃ボランティア活動を行っています。大通り沿いや人通りの少な

い通りまで、何班かに分かれて行っています。清掃地域を分担しながらグループで協力し合い、燃

えるゴミから燃えないゴミ、資源ごみまで集めています。 

 

福岡東学習センター 「保護者会BBQ交流会」 

 ８月３日(土)にバーベキューを行いました。当日は、午前にサマースクールを行い、午後から

は保護者主催のBBQを行いました。猛暑の中でしたが、校舎前にテントを立てて、生徒と保護

者、教員が一体となったBBQを楽しみました。 

 

小倉キャンパス 「サマーキャンプ」 

夏休み、初めてサマーキャンプを実施し、野外炊飯・ナイトハイク・カヌーなど、日頃できない

体験を通して自然を満喫してきました！ほとんどの生徒が初体験だったカヌーでしたが、みんな

すぐに慣れて、時間を忘れて楽しんでいました。夏休みの良き思い出になりました！ 

 

福岡中央学習センター 「文化祭実行委員との連携」 

10 月末の文化祭に向けて、Ｔシャツ作成班、ステージ企画班、受付班等の実行委員を設け、生

徒会役員と連携しながら準備を進めています。生徒主体となるような活動はもちろん、地域の人々

も巻き込むためにどのような仕掛けが必要になるかということを、職員とも連携を図りながら詰

めていきたいです。 

 

沖縄学習センター 「札幌学習センターとの平和学習交流会」 

今回の交流会では、平和を考えることをテーマに沖縄戦に関係するプレゼンテーションを行

い、互いの意見交流を実施しました。戦争の爪痕が今でも多く残っている沖縄県の現状を伝え、

また北海道の戦争に関係する情報を共有する機会にもなりました。自分の地域だけの現状だけで

はなく、他県の現状も知ることで客観的な意見を考えることができました。 

 

那覇キャンパス「名古屋学習センターとの交流」 

各校舎の紹介をしながら、沖縄のお菓子を食べたり、三線を披露しました。 

その後、国際通り巡りをしながら沖縄の紹介をしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★各種大会報告・出場者の声①★ 

・湘南学習センター    

 

★各種大会報告・出場者の声②★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【硬式野球専攻】 

★大会結果 

第100回 全国高等学校野球選手権 南神奈川大会 第３位 

秋、春の大会と思うような成績を残せず、悔しさを胸に臨んだ大会でした。たくさんの

応援が力となり、横浜スタジアムでは強豪 横浜高校を相手に9回4点を追い上げるも、

1点及ばず、惜敗しました。たくさんの声援に感謝し、秋の大会も頑張ります。ありがと

うございました。    （３年 松下壮悟）  

 

【アーチェリー専攻】 

★大会結果 

2018韓国光州日本交流大会 

成績：ニダップ：20ｍ 643点    ソナム：20ｍ 543点 

★出場者の声 

韓国で沢山の事を学びました。とても楽しかったです。 

また機会があれば行きたいです。    （1年 ニダップ） 

 

【バスケットボール専攻】 

★大会結果 

地区夏季大会 上位リーグ グループ全勝 

VS相洋高校  82-70 win 

VS山北高校A 72-53 win 

★出場者の声 

この大会を通して大きく成長出来たことを感じました。そして、夏に取り組んだ成果が

出た大会でした。    （2年 和田晨） 

  

バレーボール専攻 

★大会結果 

第26回関東私立バレーボール選手権大会 予選リーグ2位 

VS 実践学園 １－２ 負け 

VS 高崎商大附属 ２－０ 勝ち 

VS 二松學舎大柏 ２－０ 勝ち 

★出場者の声 

 実践学園との試合では相手の速い攻撃に惑わされブロックが追い付かず連続得点を許

してしまい敗戦しました。その後の2試合では相手の攻撃を切り返し速い攻撃に繋げ、勝

利することが出来ました。残念ながら予選リーグで敗退となりました。ご声援ありがとう

ござました。    （キャプテン 市倉みなみ）  

－ 7 － － 8 － 



                                                                                           

・湘南学習センター 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・仙台学習センター   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・横浜鴨居学習センター 

 

 

 

 

 

・北斗校 

 

 

 

 

 

 

【男子サッカー専攻】 

★大会結果 

平成３０年度 地区大会 第３位 

★出場者の声 

チームとしても自分としても成長が必要と感じました。優勝を目指しましたが、３位と

いう形で大会を終えて悔しい部分もありますが、良いスタートが切れたと思います。 

                               （２年 鉄本聖永） 

ピエール・リトバルスキー氏 サッカー指導 

★出場者の声 

世界のトップでプレーされてきたリトバルスキーさんから、全力でのプレーを要求されて

普段の自分たちの取り組みが甘いと気づかされました。このような貴重な経験が出来たの

で普段の練習に活かしていきます。                （３年 綱島佑太）  

 

 

【陸上専攻】 

★大会結果 

平成30年度神奈川県新人大会西地区予選 

園田幸之介 5000m自己ベスト更新 

粟田伊吹  100m・200m両種目二次予選進出 

長野真樹  800m・1500m両種目自己記録更新 

瀬戸大二郎 5000m自己記録更新 

力石隆太郎 1500m・5000m両種目自己記録更新 

      5000m県大会出場 

𠮷村快   800m・1500m両種目県大会出場 

★出場者の声 

県大会出場と記録更新ができて嬉しいです。         （１年 力石隆太郎） 

 

【女子サッカー専攻】 

★大会結果 

平成30年度全国高等学校総合体育大会 

1回戦 岡山県作陽高等学校 前半 0-1 後半1-1 

星槎国際湘南 1-2 岡山県作陽高等学校 

★出場者の声 

選手権で新たな歴史を作ります。応援ありがとうございました。 （3年 渋谷巴菜） 

選手権では一人ひとり戦う気持ちを前面に出して戦います。   （２年 針生理菜） 

選手権に向けて38名全員と信頼しあえる関係を作っていきます。 （１年 武莉子） 

 

 

★大会結果 

全国高等学校定時制通信制体育大会 陸上競技大会 

走り高跳び 決勝進出 自己ベスト更新 

★出場者の声 

チーム宮城の仲間として共に戦い、自己ベストを更新できました！その他にも、仙台の生

徒が大活躍しましたので詳しくはセイスポをご覧ください。 

★出場者の声 
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★大会結果 

全国高等学校定時制通信制体育大会 

剣道 男子 第3位   北斗校高等部3年 守山裕稀 

★出場者の声 

来年で私は卒業になりますが、剣道は就職しても継続して稽古に励みたいと思います。 

★大会結果 

全国高校定通制自転車競技大会 

【成績】ロードレースの部  優勝 

トラックの部4km速度競走 ２位 

           １kmタイムトライアル ２位 

★大会結果 

全国高校定通制バトミントン大会 

  団体の部 優勝、シングルス ベスト８ 

★出場者の声 

これからも頑張ります。応援よろしくお願いします。     （３年 瀬川 林巨） 



                                                                                           

★各種大会報告・出場者の声③★ 

 

・八王子学習センター  

 

 

 

 

 

 

 

・横浜キャンパス 

 

 

 

 

 

 

・浜松学習センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・富山学習センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・福井学習センター  

 

 

  

 

 
 

★大会結果 

第 53 回全国高等学校定時制通信制陸上競技大会  

走り高跳び 第3位 1ｍ84ｃｍ     （3 年） 山田 陽仁 

★出場者の感想 

すごくいい経験ができました。やっぱり陸上は最高です！（3年・山田）                       

★大会結果 

全国高等学校定時制通信制自転車競技大会 

【記録】伊藤恭佑 ４ｋｍ速度競争 9位 

    有馬志音 １ｋｍタイムトライアル 1′34″72 

    山野邊圭祐 １ｋｍタイムトライアル 1′36″86 

★出場者の声 

今年は２回目の出場でしたが、去年よりもタイムが上がってよかったです。（伊藤恭佑）                         

★大会結果 

富山県高等学校定時制通信制体育大会 

柔道 男子 65kg級 1位 1年 稲田 琉 

      75kg級 1位 3年 竹内 琳樹也 

 バドミントン 女子個人 1位 3年 林 れな 

富山県高等学校定時制通信制 陸上競技対校選手権大会 

 男子800M 1位 3年 宮井 朝陽 

 女子800M 1位 2年 江良 みゆき 

 女子3000M 1位 2年 江良 みゆき 

全国高等学校定時制通信制体育大会 

柔道 男子団体戦富山選抜 ベスト8 竹内 琳樹也 

 陸上 男子800M 準決勝進出 3年 宮井 朝陽 

    女子3000M 5位入賞 2年 江良 みゆき 

★出場者の声 

大会で再び走る楽しさを味わうことができました。 （2年 江良 みゆき）                         

★大会結果 

全国高等学校定時制通信制体育大会 

【バドミントン】 

第20回バドミントン大会 

  男子団体 全国３位・男子個人 全国５位 

★出場者の声 

「1・2年生の時は団体戦に出場できなかったのですが、今年は福井県選抜として出場

できて嬉しかったです。本番では、団体戦で全国3位、個人5位と結果を残すことが

でき、3年間の努力がやっと実を結びました！応援してくださった皆さん、本当にあ

りがとうございました。」   （3年 正木 貴也）  

【剣道】 

第４９回剣道大会 

 女子個人 全国３位 ２年 前田 侑香   男子個人 ２年 山本将也 

【陸上種目】 

第４９回陸上大会 

 男子 円盤投げ、砲丸投げ  ２年 井上 慶樹 

【卓球】 

第５１回卓球大会 

女子個人 ３年 市橋 莉瑚 

【柔道】 

第４９回柔道大会 

女子個人 全国５位  ３年 山下 真葉 
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★大会結果 

全国高等学校定時制・通信制体育大会第５３回自転車競技大会 

★出場者の声 

初めての全国大会に出場しました。緊張しましたが、自分の実力を出せたと思います。こ

れからも頑張ります！  （１年 関本 海） 



                                                                                           

★各種大会報告・出場者の声④★ 

・大阪学習センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

・広島学習センター 

 

 

 

 

 

・高松学習センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

・丸亀学習センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

・福岡中央学習センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

・沖縄学習センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★大会結果 

第53回全国高等学校定時制通信制陸上競技大会 

沖本 虎太郎 男子砲丸投げ 9m63cm 予選敗退 

馬場 恒輝  男子200m 棄権  

十時 竜太郎 男子走り幅跳び 記録なし(3回ファール) 

山口 真由  女子800m 3’25”03 予選敗退 

★出場者の声 

感想:初の全国大会で力を十分に発揮することができませんでした。この悔しさをバ

ネに来年リベンジしたいと思います。           （3年 沖本 虎太郎）                      

★大会結果 

全国高等学校定時制通信制体育大会第51回ソフトテニス大会 

結果：1回戦敗退 

★出場者の声 

負けてしまいましたが、自分の力は発揮できたと思います。 

★大会結果 

全国高等学校定時制通信制体育大会第53回陸上大会 

結果：6位入賞 

★出場者の声 

2年連続で6位に入賞できました。来年は表彰台に上がりたいです。そのために一生

懸命練習します。 

★大会結果 

全国大会・各種大会報告 

大会名：第48回西日本射撃選手権少年女子 

    エアライフル立射 

成 績：優勝 

★出場者の声： 

少し緊張する場面もありましたが、落ち着いて対応できました。福井国体では、上位

を狙っていきたいです。     （3年：喜納夕莉） 

－ 13 － － 14 － 

★大会結果 

全国高等学校定時制通信制体育大会 

第53回自転車競技大会 

種目：トラックの部（4km速度競走・1kmタイムトライアル）、ロードの部（20km） 

★出場者の声 

4km速度競走予選では、惜しくも4位で決勝には上がれませんでしたが、順位決定戦で

2位となり、全体で第8位でした。星槎や定通制の選手と大会を通して交流出来たこと

は、自信と大きな経験になりました。 （３年生 笹岡 勇杜） 

★大会結果 

全国高等学校定時制通信制体育大会 

第５１回ソフトテニス大会 

成績：団体・個人１回戦敗退 

★出場者の声 

団体、個人とどちらとも出場させていただいて思ったことは、今回結果的には負けたの

ですが、今までの試合をしてきた中で一番楽しい試合ができたと思います。 

★大会結果 

大会名：第53回全国高等学校定時制通信制陸上競技大会 

成績：5′23″66 （自己ベスト更新） 

★出場者の声 

「周りのレベルがとても高く、自分自身にとって良い経験になりました。来年の大会

に向けて自己ベストを更新出来る様、練習を積んで行きたいと思います。応援よろし

くお願いします。」              （２年佐伯昌哉） 



                                                                                           

★その他紹介したい生徒会活動★ 

 

札幌北学習センター 「前期生徒会活動報告会」  

次期生徒会役員募集もかねて、前期活動報告会を実施しました。在校生に生徒会活動を知っ

てもらい、よりよい学校生活の実現と、貴重な経験の場としての生徒会活動をアピールしま

した。秋の生徒会交代に向けて、しっかりと引き継ぐ体制を整えていきたいと考えています。 

 

仙台学習センター 「星槎電力プロジェクト」  

楽天koboスタジアム宮城が自家発電をしていることに着目しながら、自分たちには何ができ

るのかを考え、プロジェクトに取り組んでいます。全国研修などで、星槎にはやりたいこと

をやれる環境があること、そしてたくさんの仲間がいるといことを改めて実感しました。 

 

郡山学習センター 「スタンドアップサミット」 

生徒会役員の2名が、8月6日～7日に東京ビックサイトで開催された東日本大震災の復興に

ついて考えるイベント（スタンドアップサミット）に参加してきました。ここで学んだこと

を、SAAＢや星槎電力PJの学習にも活かして行きたいです。 

 大宮校 「星槎電力プロジェクト」 

今年の夏に行われた地区研修と全国研修にて、日本各地の星槎の仲間からたくさんの刺激を

受けました。伝えることの大切さを知り、さっそく校舎の仲間にも共有しました！ 

 

立川学習センター「生徒会主催！平成最後のLast Smmer!～企画ざんまいで楽しもう～」 

ホラー映画、水遊び、ゲームなどの３ブースの企画を1日に行うという企画は初めてでした

が、フリースクール生や高校生まで、想像より生徒さんが集まってくれていて嬉しかったで

す。どのブースも、学年関係なく交流を図ることができました。 

 

八王子学習センター「TakaoRockFes2018」 

八王子ＧＣで毎年行われている野外音楽フェスです。今年も全国の校舎から出演者が集い、バンド

演奏やパフォーマンス、そして多くの模擬店が出店しました。生徒会では、ラムネとTシャツを販

売し、来場者の方と共に盛り上がることができました。 

 

厚木学習センター 「厚木 Flower！」 

生徒会を中心に校舎の周りを整備している最中です。プランターに花を植え、来校されるお

客様、校舎の前を通行される地域の方々の癒しになるように取り組んでいます。 

 

北斗校 「生徒会による朝のあいさつ運動と校外清掃活動」 

北斗校では、毎朝、生徒会と教頭先生を中心に“朝のあいさつ運動”を実施しています。挨

拶をきっかけとした学年を超えた交流は、互いに爽やかで気持ちのいい一日のスタートに繋

がっています。また、清掃活動を通して地域とのコミュニケーションも大切にしています。 

 

横浜キャンパス 「節電～私たちが考えるエコマネジメント～」 

電力供給のために、まずは身近なところから始めていこうと考えています。自分たちに利益

がないと、全体を変えていくことが難しいと考えました。節電をするとポイントが貯まるな

ど目に見える何かがあるといいのではないかと思います。文化祭にて発表する予定です！ 

 

横浜鴨居学習センター 「SEISA KAMOFES」 

9/27（木）にこどもの国でセイカモフェスが行われます。午前中は生徒会企画が、午後は全

校企画が行われます。その中でも特に「ギネス記録に挑戦」がとても楽しみです。鴨居の生

徒が、学年を越えて、交流できる、一大イベントでもあります。（写真は昨年の様子） 

 

富山学習センター 「24時間テレビ募金活動」 

富山駅前での活動でしたが、今年は災害も多かったせいか、募金意識が高い人が多く、子供

連れをはじめいろいろな人が募金をしていかれました。生徒たちは募金をお願いする立場を

経験し、ボランティアに対する気持ちを深められたのではないかと思います。 

 

浜松学習センター「休憩スペース（憩い）を作りました」 

浜松の生徒会は、休憩スペース（憩い）を作りました。コスプレが大好きな生徒会長の着替

えの場に使ったり、少しだけ教室から避難して静かな空間にいたい生徒のための空間ですが、

昼食を食べたり、面談スペースになったり、さまざまな用途で使われていま 

 大阪学習センター 「アンケート活動」 

地区・全国生徒会研修を終えて、大阪学習センターでは全学年生徒を対象に生徒会執行部ア

ンケートを実施しました。生徒会で実施出来る企画希望や、10月に実施される文化祭につい

ての意見等を聴き取りました。様々な意見がありましたが、生徒の声を大切に、更に良い学

習センターを目指して、努力を継続していきたいと思います。 

 

広島学習センター 「料理対決」 

6月に、料理対決を開催しました。某漫画から取り入れた案で、2年生の執行部員だけで企

画を作ってくれました。お題はジャガイモを使った料理でチームごとに様々な料理が出来上

がり、どのチームもとても素敵で美味しい料理でした。 

 

丸亀学習センター 「全国四会総会」 

今年度始めて、全国保護者総会と全国生徒会総会の合同四会総会が行われました。保護者会

総会では始めての全国に向けた発言で緊張している親御さんを、生徒会役員の生徒達と見守

りながら、和気藹々として行われました。 

 

高松学習センター「ご意見 BOX」 

内容：著名性が高く、誰もがイベントや学校生活への疑問や意見を述べやすくなるようにし、

届いた疑問から、校舎の活性化を目的とした「ご意見BOX」を生徒会で作成しました。 

 

福岡中央学習センター 「生徒会役員紹介ポスター」 

学校内で困ったときに誰を頼ったらいいかということが明白になるよう役員紹介のポスター

を作成し、掲示しています。生徒会という組織を見える化し、活発な活動を示し、次の世代

の役員育成に繋げていきます。 

 

沖縄学習センター 「サマースクール」 

サマースクールでは、五色綱引きやドッヂビーなどのスポーツレク、お昼はBBQを行い、最

後は全校生徒でクリーンアップ活動を行いました。普段よりも幅広く人と関わることができ

たのでとても楽しかった行事となりました。 
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