
星槎全国生徒会報 
 
  

2020年度 

第 1号 

コロナにも負けない、 

星槎の繋がり 

2019年度 全国生徒会研修 @星槎大磯キャンパス 



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 
 

仲間を作る 
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「衆知を集め」発信力を高めよう 

星槎国際高等学校 校長 前田 豊 

新型コロナウイルス禍において、武田さん（立川）長坂君（八王子）を会長とする星槎全国生徒会が

スタートしました。社会全体に「新しい生活様式」の実践が求められていますが、オンラインの良さを

活用し、全国の繋がりをさらに深めて「ピンチをチャンスに変える」前向きな発想で活動してほしい

と願っています。 

さて、今年度の全国生徒会のテーマは、『発信力』と聞いています。発信力のある人とはどのよう

な人なのかを考えてみますと、人（相手）の話をよく聞き（傾聴）、どのようにすればより良く人に伝

わるのか、常に表現の工夫をしている人と感じています。 

皆さんは、松下幸之助という人を知っていますか。日本を代表する世界的な大企業「パナソニッ

ク」の創業者です。松下氏は、家の経済状況が厳しく小学校を 4 年でやめ、一人で大阪に奉公に出

て、厳しい環境下において一生懸命仕事に励み、技術を身につけ 23 歳の時に大阪で「松下電気器

具製作所」という自分の工場をつくって独立しました。学校で学べなかったことを仕事のなかで学

んだのです。この小さな工場が「パナソニックグループ」の始まりです。小さいころから苦労を重ね

てきた松下氏の言葉に、「衆知を集める」という言葉があります。「一人より二人、二人より三人、で

きるだけ多くの人から、できるだけ多くの話を聞こう」と言っています。正しく「衆知を集め」より良

い考えを見つけ出そうとしていました。「衆知を集めた全員経営」は松下氏の経営基本方針の一つ

です。「全員の知恵が経営上より多く生かされれば生かされるほど、その会社は発展する」という信

念のもと会社経営を行ってきたと述べています。この考えは、全国生徒会の活動に置きかえること

ができます。望ましい質の高い活動を展開していくうえで「衆知を集める」ことは大切です。 

ここ数年の全国生徒会の活動は、仲間の広まりと深まりのある人間関係を築いて着実に進化して

います。星槎電力プロジェクト、SDGｓ達成への取り組み、さらには、自分たちの命を守る「公衆衛

生」に関する取り組みなど全国の仲間で共有し社会に発信してください。  

現在、全国に約 5,６00 人の仲間が在籍しています。役員を中心として他人任せの生徒会ではな

く、一人ひとりが積極的に前向きの考えを発信し、決めたことには一人ひとりが進んで実行し「笑顔

の連鎖」が見られる全国生徒会になることを祈っています。 

 

コロナにも負けない、星槎の繋がり 

星槎には、校舎の垣根を超えて、県境を超えて、国境を超えて共に学びあうことのできる仲間が

います。毎年全国の校舎が関東へ集まって行っている全国生徒会研修は新型コロナウイルス感染拡

大の影響を受け、Web上での実施になりました。実際に顔を合わせて研修を行うことはできません

でしたが、心は繋がっています。星槎の繋がりはコロナにも負けません！ 
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各校舎の生徒会紹介 
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星槎国際帯広 

星槎国際札幌北 

星槎国際本部校 

星槎国際旭川 

星槎国際芦別 

星槎国際郡山 

星槎国際仙台 

星槎国際浜松 

星槎国際静岡 

星槎国際広島 

星槎国際大阪 

星槎国際福井 

星槎国際富山 

星槎国際名古屋 

星槎国際那覇 

星槎国際沖縄 

星槎国際高松 

星槎国際丸亀 

星槎国際福岡中央 

星槎国際福岡東 

星槎国際北九州 

星槎国際川口 

星槎学園大宮校 

星槎国際立川 

星槎国際八王子 

星槎高等学校 

星槎国際厚木 

星槎国際横浜鴨居 

星槎学園北斗校 

星槎学園ポートサイド校 

星槎学園湘南校 

星槎国際小田原 

星槎国際湘南 



 星槎国際本部校 （生徒会活動人数 6名） 
 

2020年度の生徒会テーマ・目標 

≪テーマ≫ 有為転変（ういてんぺん） 

 

≪目 標≫ 自分たちの活動で本部校をより良くし、

常に学校に新しい風を吹かせる。 

 

  

 

 

生徒会活動紹介・特徴・部活動紹介 

今年度、陸上部は高体連や記録会に参加し、日々の

トレーニングの成果を発揮してきました。先日行われ

た高体連新人戦では、悪天候ながらも全力を出し切

り、参加した 2 名のうち 1 名は自己ベストを更新。あ

ともう少しで全道大会が届きそうな位置まで来ること

ができ、来年度が楽しみな結果となりました。 
 

全国のみんなへメッセージ 

毎年楽しみにしていた地区研修ですが、今年度は

zoom を通して全国の皆さんと交流をすることが出

来て嬉しいです。 

本部校は 10 月より新役員になるので、また新しい

仲間と共にみなさんと交流できることを楽しみにして

います。  

 

星槎国際本部校の生徒会長 

渋谷
し ぶ や

 冬
とう

真
ま

（3年） 
 

意気込み 

任期の最後まで悔いの残らないよう、今、生徒会に

出来ることを全力で行っていきたいです。 

 

 
 

自校舎のスゴいところ・自慢 

本部校は今年度、新しい部活やサークルが立ち上が

り、それぞれ活動をしています。その中でも今年度新

設の野球部が先日、大会に出場し、3 位に入賞してい

ます。今後も本部校の部活動にご注目下さい！ 
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 星槎国際芦別 （生徒会活動人数 6名） 
 

2020年度の生徒会テーマ・目標 

≪テーマ≫ 飛翔 

 

≪目 標≫ 個人の成長＜生徒会の成長＜学校の成長 

 

 

  

 

 

生徒会活動紹介・特徴・部活動紹介 

星槎国際芦別の生徒会は月に 1 回、校内イベントを

開催しています。トランプ大会や季節にちなんだイベ

ントなどを開催し、全校生徒の絆を深めています。今

は10月10日に控えている学校祭に向けて準備を進

めている段階です。昨年とは違う形での学校祭になり

ますが全員の力を合わせて学校祭を成功させたいと

思います。 
 

全国のみんなへメッセージ 

本来であれば、北海道スクーリングでたくさんの仲間

たちが芦別に来てくれているので、現在の状況に少し

寂しさがあります。普段通りの生活に戻るにはまだまだ

時間が必要になりますが、いつか全国の皆さんに会え

る日を楽しみにしています。 

  

 

星槎国際芦別の生徒会長 

小寺
こ で ら

 一綺
か ず き

（3年） 
 

意気込み 

3 年間の生徒会活動を通して、多くの経験をし、たく

さんの刺激を受け、校舎の仲間のことを考えた行動や、

次の世代のための行動をするようになってきました。自

分自身、今年は高校最後の年なので、できることを全力

でやっていきます！ 
 

自校舎のスゴいところ・自慢 

月に一度の生徒会イベントがあり、全学年通しての交

流が盛んです。また、ゼミを通して一人ひとりが成長で

きます。 
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 星槎国際帯広 （生徒会活動人数 4名） 
 

2020年度の生徒会テーマ・目標 

≪テーマ≫ 

From Obihiro to the World and to space 

今年は星槎国際帯広開校 10周年で節目の年です。

これからも変わり続け、そして新しいものを創ってい

きます。帯広から世界へ、そして宇宙へ星槎国際帯広

の取り組みや笑顔を届けていけるように生徒、職員一

丸となって活動していきます。 
 

 

 

生徒会活動紹介・特徴・部活動紹介 

今年の夏は生徒が考える夏休み企画を、8 日間に

わたりたくさんの生徒を巻き込んで実現させました。

生徒会では全学年が交流できる企画を考え【謎解き

脱出ゲーム】を校舎内で実施しました。全企画の中で

最多の参加者になりました。新 1 年生にとっては他学

年の先輩とも交流でき、楽しい企画になりました。 
 

全国のみんなへメッセージ 

星槎国際帯広では校舎内だけではなく地域の環境

を活かしてたくさんの楽しい活動をおこなってみんな

で学んでいます。全国の皆さんともいつか一緒にＳＥＩ

ＳＡらしいことで楽しめたら嬉しいです。共にＳＥＩＳＡし

ていきましょう。 

  

 

星槎国際帯広の生徒会長 

星
ほし

 史
ふみ

哉
や

（3年） 
 

意気込み 

2 年連続で生徒会役員を務めさせていただくこと

になりました。昨年の生徒会活動では何事にもチャレ

ンジする精神を学ぶことができました。自分達らしさ

を出せるような環境づくりをしていきたいと思ってい

ます。ひたむきにがんばります！ 
 

自校舎のスゴいところ・自慢 

オープンな職員室・個性豊かな生徒と先生・十勝帯

広特有の自然豊かな環境下で地域との関わりを深め

て学べます。そして、やりたいことをとことんすること

ができます。  
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 星槎国際札幌北 （生徒会活動人数 6名） 
 

2020年度の生徒会テーマ・目標 

≪テーマ≫ 開かれた生徒会 

今年度は生徒会役員だけではなく、生徒会活動に興味

のある後輩たちも一緒に活動をしています。今後の札幌

北を担ってくれる後輩に、私たちの想いを引き継いでい

くことを目標として活動しています。その関わり合いが、

私たち生徒会役員の成長にも繋がっています。  

 

 

生徒会活動紹介・特徴・部活動紹介 

学校外での活動ができなかったため、校内の掲示

物の貼り替えやオープンスクールのサポートを行いま

した。夏休みには生徒会主催で､色々なテーマで語り

合うイベントを企画し､みんなと楽しく過ごしました。 

部活動も盛んで、音楽サークルやゲームサークル、演

劇部が活動しています。 
 

全国のみんなへメッセージ 

北海道白老町に新しくできた施設を知っていますか？

そう、『民族共生象徴空間ウポポイ』です‼ウポポイはアイ

ヌの言葉や宗教観、舞踊などの復興と発展の中心になる

ナショナルセンターです。ＰＲキャラクターの「トゥレッポ

ん」と豊かな自然がみなさんを待っています♪コロナ禍

が落ち着いたらぜひ遊びに来てください！  

 

星槎国際札幌北の生徒会長 

我妻
わがつま

 美宗
よしむね

（3年） 
 

意気込み 

多くの人と関わりたい、学年関係なくゼミや行事で関

われる環境を作りたいと思い、生徒会長になりました。コ

ロナ禍の影響で、様々な行事が中止になりましたが、そ

のような状況でも何ができるかを考え、実行していま

す。 
 

自校舎のスゴいところ・自慢 

授業やサークル活動で学年をまたいだ交流が多く、充

実した日々を送っています！また、普段の授業では先生

への質問の声が多く飛び交うなど、一人ひとりが積極的

に交流を行い、仲間をつくって楽しい学校生活を過ごし

ています！ 
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 星槎国際旭川 （生徒会活動人数 6名） 
 

2020年度の生徒会テーマ・目標 

≪テーマ≫ つながり 

星槎国際旭川が今年度よりスタート！全てのことが

初めてで整っていない中、生徒会に何ができるのか考

えました。まずは、生徒同士、生徒と先生、地域と学校

などたくさんの「つながり」を創ろうと奔走していま

す。  

 

 

生徒会活動紹介・特徴・部活動紹介 

・ 旭川レスリング協会に協力を得て、レスリングの授業

を実施しています！ 

・ キャンプイベントの実施！ 

・ オープンスクールで、ボランティアを募り、生徒発表！ 

・ よりよい学校生活に向けて、環境委員会と放送係を

立ち上げようと頑張っています！ 
 

全国のみんなへメッセージ 

今年度 4 月より、星槎国際高等学校の仲間に加わ

りました！始まって早々に社会の状況により、休校が

続き、逆境の中にあります。しかし、こんな時だからこ

そ、星槎の関わり合いが大切です。心の距離は近くに

ありましょう！ 

  

 

星槎国際旭川の生徒会長 

門間
も ん ま

 康
やす

大
ひろ

（3年） 
 

意気込み 

星槎国際旭川として初めて生徒会役員活動をスタ

ートさせました！「つながり」をテーマに思いつく限り

の行動をしていきます。みなさん、どうぞよろしくお願

いします！ 
 

自校舎のスゴいところ・自慢 

旭川駅から徒歩 5 分！の街中にキャンパスがあり

ます。どこへ行くにも行きやすく、キャンパス内でも外

でも活動がしやすいのが特徴です！全国のみなさん、

ぜひ遊びに来てください！！ 
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 星槎国際仙台 （生徒会活動人数 5名） 
 

2020年度の生徒会テーマ・目標 

≪テーマ≫ 想像、創造、相互理解 

≪目 標≫ 

・ ＳＡＡＢや星槎電力プロジェクト等の全国生徒会の活

動をやり切る。 

・ 星槎国際仙台での学校行事を盛り上げるため、主軸

となり活動する。  

 

 

生徒会活動紹介・特徴・部活動紹介 

生徒会が主催となり、新入生・中学生へ向けて、星槎

国際仙台の部活動の紹介をしました。ステージ上では、

「コンピュータ部」によるパワーポイントでの発表や「サブ

カル同好会」によるオタ芸の実演を交えた発表などを行

い、部活動の魅力を伝えました。発表後は各部活の体験

コーナーを設置し、大変盛り上がりました。 
 

全国のみんなへメッセージ 

コロナ禍で去年と異なり、うまくいかない事もあると

思います。しかし、星槎での学校生活の中で一人一人仲

間を作ることはできるはずです。同じ星槎の仲間として

力を合わせ、学校をより良く、世の中をより良くしてい

きましょう！  
 

星槎国際仙台の生徒会長 

三浦
み う ら

 大輝
だ い き

（3年） 
 

意気込み 

去年、SAAB を経験し、沢山の事を学びました。今年

はコロナ情勢で去年と変わる事が多々あると思いま

す。オンラインでの活動が多くなると思いますが、経験

した事を活かして、他の校舎と協力し、頑張ります。 
 

自校舎のスゴいところ・自慢 

・ 畑があって農作業が体験できる！ 

・ 仙台七夕まつりに関わることができる！ 

・ 文化祭や体育祭などイベントがたくさんある！ 

・ イベントを通じて仲間との絆を深めることができる！ 

・ 生徒がやりたいことを実現ができる！ 

・ 学んだことを校舎の仲間や外部の人に発信できる！  
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 星槎国際郡山 （生徒会活動人数 6名） 
 

2020年度の生徒会テーマ・目標 

≪テーマ≫ Ｊｕｍｐ Ｕｐ！さらなる自分へ！ 

≪目 標≫ 全力思考 

昨年の役員テーマが「思考前進」でした。今年は、コ

ロナの影響でもっと考えて進まなければいけないと考

え、その結果みんなで、さらに成長したいという気持

ちを目標にしました。写真はオンライン入学式の様子

です。生徒会長挨拶で、今年の生徒会活動がスタート

しました。 
 

 

 

生徒会活動紹介・特徴・部活動紹介 

『ラフトグランプリ』 みんなの得意なこと、好きなこ

と、ゼミ授業で学んでいることが競技内容になりま

す。今年は「密」を避けるため競技会場と各クラスをオ

ンラインで中継し、開催しました。写真は「たたいてか

ぶってじゃんけんぽん」の様子。初のオンラインでの試

みでしたが盛り上がりました。 
 

全国のみんなへメッセージ 

星槎国際郡山の生徒会役員は 3年生 4名、2年生

2 名で活動しています。今年はコロナの影響で、でき

ないこともあるけれど、1 年生に、この学校の良さを

伝えられるよう頑張っています。他の校舎も大変だと

思いますが、頑張りましょう！  
 

星槎国際郡山の生徒会長 

石井
い し い

 悠
ゆう

稀
き

（3年） 
 

意気込み 

生徒会が運営する行事は、それぞれぞれの個性が

発揮できる場にしたいです。「楽しい」「この学校に来

てよかった！」と思ってもらえるような企画を考えて、

実行していきたいと思います。 
 

自校舎のスゴいところ・自慢 

① ラフトグランプリ（生徒の得意なこと全快競技会） 

② 文化祭ステージ（寸劇とパフォーマンスショー） 

③ Ｓ-1 グランプリ（グルメ対決） 

この三大対決が、個性の融合と団結力の源です！ 
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 星槎学園大宮校 （生徒会活動人数 9名） 
 

2020年度の生徒会テーマ・目標 

≪テーマ≫ できる時に、できる人が、できることをやる 

 

（右の写真は zoomを使って生徒会研修の打ち合わせを

している時の様子です。） 

 

  

 

 

生徒会活動紹介・特徴・部活動紹介 

左の写真は、健康診断を実施してくれた医療従事

者の方に、感謝の言葉を添えた色紙を渡している時

の写真です。今年度は、昨年度と比べてできることが

限られていますが、その中で何ができるかを常に考え

ながら、日々の活動に臨んでいます。 
 

全国のみんなへメッセージ 

皆さんこんにちは！今年はコロナ禍の影響もあり、今

までとは違った日々を送らなければなりません。しかし、

こんな時だからこそ、星槎の仲間が力を合わせて、これま

でにない活動をしていければと思います！ 

  
 

星槎学園大宮校の生徒会長 

大塚
おおつか

 未紬
み ゆ う

（3年） 
 

意気込み 

生徒会長という責任のある立場にいることを自覚し、

全力で取り組んでいきたいです。今、学校に必要なもの

は「臨機応変な動き」だと思います。そこでまずは、自分

が、「学校のために必要なものは何か」「学校のために何

をするべきか」を生徒会の活動を通して考えて、実践して

いきたいです。 
 

自校舎のスゴいところ・自慢 

大宮校には「CDP(キャリアデザインプログラム)」とい

うものが毎週水曜日にあります。「CDP」とは、学校・企

業見学や文化体験など、様々な体験を通して学びを深め

ていく活動です。この活動を通して、仲間と一緒に学び

合う中で自分の将来やりたいことを見つけることができ

ます。 
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 星槎国際川口 （生徒会活動人数 12名） 
 

2020年度の生徒会テーマ・目標 

今年の生徒会テーマは、ずばり「団結力」です。 

より良い学校を目指し、星槎国際川口の団結する力を

最大限に発揮できるようにみんなを引っ張っていき

ます。よろしくお願いします！ 

  
 

 

生徒会活動紹介・特徴・部活動紹介 

【フェンシング部】令和 2年度 埼玉県学校総合体育大

会が 8月 17日（月）に開催されました。 

≪男子サーブル≫上山一鉄（1 年）4 位・竹井耀一（3

年）7位・井上厳優（3年）13位 ≪男子エペ≫佐藤 結

弥（1 年）7 位 ≪男子フルーレ≫山口 改（3 年）1 位 

≪女子エペ≫稲山友梨(3 年)1 位・須田真衣（1 年）2

位,濱屋玲奈（2年）5位・東天姫（1年）6位 
 

全国のみんなへメッセージ 

生徒会に所属してから学校との関わりが増え、毎日

が楽しいです。例年よりさらに良い学校の環境作りな

ど、生徒の声を第一に聞く都民ファーストならぬ生徒

ファーストな学校作りに全力を尽くしていきます。み

なさんに信頼され、今よりもっと良い学校生活を送れ

るように頑張りますので、よろしくお願いします。  

 

星槎国際川口の生徒会長 

眞
さな

田
だ

 浩
こう

太朗
た ろ う

（3年） 
 

意気込み 

上半期は、コロナウイルスの影響で登校日が減り、

他学年との交流が減ってしまいました。生徒会長とし

て、みんなの交流の輪を作れるように頑張りたいと思

います。私は、人とのつながりが大事だと考えていま

す。下半期は、つながりを作れるような企画を実行し

ていきたいと思います。全国の皆さん、よろしくお願

いします。 
 

自校舎のスゴいところ・自慢 

スポーツ専攻のみんなが、西川口駅前でゴミ拾いの

ボランティアを行いました。生徒会でも地域に関われ

るイベントを実施していきたいです。 
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 星槎国際八王子 （生徒会活動人数 10名） 
 

2020年度の生徒会テーマ・目標 

≪テーマ≫ 仲間と心の距離を密に 

私たち星槎国際八王子では、新型コロナウイルス感

染症が広まっている今だからこそできることに、挑

戦。その中で、「仲間や地域のためにできること」を考

え、人と人の距離が離れていても、仲間との心が密に

なれるような活動ができるようにします。  

 

 

生徒会活動紹介・特徴・部活動紹介 

ついにキッチンカーが稼働開始！7 月の体験入学

でプレオープンすると、8 月に初出店。手作りカレー・

ワッフル・フラペチーノ・レモンソーダなど幅広いジャ

ンルの絶品料理を提供します。高校生が運営する「は

ちぼしカフェ」にぜひ注目してください！ 

 
 

全国のみんなへメッセージ 

新年度の開始が遅れながら始まった今年の授業。み

なさんの校舎では、授業や部活動、そして生徒会活動

は順調でしょうか。例年通りにいかないこともたくさ

んあると思います。そんな環境を、星槎の強みである

「仲間」の力で全国が繋がり、共に乗り越えて行きまし

ょう！  

 

星槎国際八王子の生徒会長 

長坂
ながさか

 優
ゆう

輝
き

（3年） 
 

意気込み 

星槎国際八王子の仲間たちだけでなく、地域の

方々とも繋がり、お互いに「ありがとう」と言い合える

活動のできる校舎にしたい！会長として、自校舎をリ

ードできるように努力します。 
 

自校舎のスゴいところ・自慢 

自然に囲まれた校舎で、仲間と学びを深められる！ 

教室、劇場、ログハウスがある本校舎では、空撮を学

べる「ドローンゼミ」、ステージに立つ演者や音響・照明

を学ぶ「エンターテイメントゼミ」、美味しい珈琲を淹れ

る「プライベート珈琲部」、劇団に協力いただいている

「演劇部」など活気が溢れています。 
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 星槎国際立川 （生徒会活動人数 10名） 
 

2020年度の生徒会テーマ・目標 

≪テーマ≫ 時代にあったもの 

今コロナウイルスの影響で出来ないこと、やれないこと

が多くなっています。その出来ない事、やれないことを逆

にできるようにするためには何が必要なのか考えていく

中、状況と共に変化し、時代にあったものを作っていこう

という考えに至りテーマにしました。  

 

 

生徒会活動紹介・特徴・部活動紹介 

今年度は新型コロナウイルスの影響で通常の学校生

活が送れず、星槎の魅力である 3 学年一緒に行うゼミ

授業も、分散登校により叶わぬままです。そこでこんな

時期だからこそ友達やまだ関わったことのない他学年

の仲間と交流する場が必要だと思い、できる範囲で生

徒会主催の夏企画を実施します。少しでも夏の雰囲気

が楽しめたらと黒いカーテンが花火に見えるように色

紙を貼ったり、たこ焼き屋台をモチーフにした生徒会メ

ンバーの紹介スペースを作ったりしています。 
 

全国のみんなへメッセージ 

感染症の影響でなかなか学校に来れない中、生徒会に

4 名が立候補してくれました。その後も普段通りの学校生

活は送れませんが、新しく生徒会に入ったメンバーと一緒

に新しい生活様式の中でできることを模索し実行してい

きます。  
 

星槎国際立川の生徒会長 

武田
た け だ

 怜子
れ い こ

（3年） 
 

意気込み 

高校３年間通して生徒会をやってきましたが、最上級生

になった今、校舎の仲間に「自分になにができるのか」考

えて行動するようになってきました。高校生活最後なので

楽しくて面白い学校作りをしていきます！ 
 

自校舎のスゴいところ・自慢 

・ 在校生が多くて様々な人と関わることができる！ 

・ 地域ボランティア活動が活発 年間参加数 40行事！！ 

・ TOY という生徒一人一人にスポットライトが当たる行事

がある。  
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 星槎国際厚木 （生徒会活動人数 8名） 
 

2020年度の生徒会テーマ・目標 

≪テーマ≫ 燃えろ厚木魂 ～壁を乗り越えろ～ 

昨年は先輩たちに頼っていた私たちが、より良い校舎

にするには、学年の壁・全国の壁などすべての壁を超え

てたくさんの人の意見を謙虚に聞き、イベントの運営、企

画をしていきます。また、たくさんの壁を超えることによ

り、学校全体はもちろん全国の皆さんと交流を深め、よ

り良いものを創り上げていきます。 
 

 

 

生徒会活動紹介・特徴・部活動紹介 

私たち星槎国際厚木生徒会は「学年の壁を超える」

という事に焦点を置いて、スポーツ大会やクリスマス

会などのイベントを運営、企画しています。たくさんの

意見を出してもらい、学校全体でより良い物を創り上

げていくように努力しています。 
 

全国のみんなへメッセージ 

今年の生徒会活動は自校舎だけでは終わらせず、全国

の皆さんと共に創り上げていきたいと考えています。「学

年の壁を超える」のはもちろんのこと、星槎の「全国の壁

を超える」ことを目標に、コロナでなかなか交流を深める

ことは難しいですが、zoom など色々な手段を使って、

繋がっていきましょう。  

 

星槎国際厚木の生徒会長 

美濃
み の

 一輝
か ず き

（3年） 
 

意気込み 

例年通りとはいかなかった今年度、今だからこそでき

ることを見つけ出し、今しか味わえない良さを一緒に噛

みしめていきましょう。 
 

自校舎のスゴいところ・自慢 

ゼミや文化祭などの機会を使って様々な事に取り組ん

でいます。代表的なものとして、地域の犯罪者数に注目

して地域の落書きの多さに比例していることを突き止

め、実際に高架下の落書きを防ぐという取り組みをしま

した。地元の良いところや魅力、問題解決を地域と連携

してより多くの人に伝えられるように日々試行錯誤しな

がら取り組んでいます。 
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 星槎国際横浜鴨居 （生徒会活動人数 6名） 
 

2020年度の生徒会テーマ・目標 

≪テーマ≫ 人との関わりを大切にする‼ 

 

≪目 標≫ 全員が笑顔で登校できる学校を目指す!! 

生徒会メンバーを筆頭に、生徒全員が笑顔で登校で

きる学校を目指し活動しています。まずは生徒会の中

で人との関わりを大切にし、行動していくことで学校

全体に笑顔の輪を広げていきたいです。鴨居は皆ん

なで育む集合体!! 

 

 

 

生徒会活動紹介・特徴・部活動紹介 

星槎国際横浜鴨居の特徴は、先生と生徒の距離が

近いことです。校舎はあまり大きくなく、「学校らしく

ない学校」ですが、そんな校舎だからこそ生まれる先

生と生徒の会話が、アットホームな雰囲気を作ってい

ます！ 
 

全国のみんなへメッセージ 

私たち星槎国際横浜鴨居の生徒会は、笑顔を絶や

さず、学校をよりよくするために日々話し合いをおこ

なっています。コロナウイルス感染症拡大の影響で、

生活が一変しましたが、今星槎の私たちにできること

を見つけて「笑顔」を忘れず、一緒に頑張っていきまし

ょう！  

 

星槎国際横浜鴨居の生徒会長 

関
せき

 拳斗
け ん と

（3年） 
 

意気込み 

学校の生徒全員の悩みや相談・要望を親身になって

聞き入れて、みんなの「笑顔」が絶えない学校を目指し

ていきたいです！ 

 
 

自校舎のスゴいところ・自慢 

1. 生徒と先生の間に壁がないこと！ 

2. カメ山さん（学校で飼育している亀）の食欲！ 

3. 休み時間や放課後など、友達同士や先生との会話

を楽しみに登校している生徒が沢山いること！ 
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 星槎学園横浜ポートサイド校 （生徒会活動人数 11名） 
 

2020年度の生徒会テーマ・目標 

≪テーマ≫ 和楽 

 

≪目 標≫ 生徒会役員を含め、皆が和やかに楽しむ

ことを目指す。 

  
 

 

生徒会活動紹介・特徴・部活動紹介 

今年は新型コロナウイルスの影響もあり、なかなか

イベント行事が行えないことや分散登校などが続き、

学年別交流が極端に少ない状態が続いていました。

そんな中、生徒会役員同士で話し合い、夏休みを利用

し「新入生歓迎会イベント」を開催しました。ゲームを

通して、学校の一体感を築けました。一人でゲームを

やるのとは違い、大人数でゲームを取り組むことで、

コミュニケーション能力も育ち、改めてゲームというツ

ールの素晴らしさも学ぶことができました。今後も生

徒が喜ぶイベントを考えていければと思います。 
 

全国のみんなへメッセージ 

皆さんと新型コロナウイルスの影響で直接会うこと

は叶わなかったですが、zoom を通し関わりを深めて

いきたいと思っているので、今年 1 年よろしくお願い

致します。皆さんと直接お会いできることを楽しみに

しています。 

  

 

星槎学園横浜ポートサイド校の生徒会長 

三宅
み や け

 翔
かける

（3年） 
 

意気込み 

「勇猛果敢」、最後の 1 年間悔いの残らないように、

今を全力で過ごしていきたいです。 
 

自校舎のスゴいところ・自慢 

今年はこの状況下でもイベントを 1 回行うことがで

きました。これは、生徒会役員そして生徒全員が明る

くかつ、活発だからこそできたと思っています。そこは

横浜ポートサイド校のいい所であり、自慢できる魅力

の 1つだと考えます。  
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 星槎学園北斗校 （生徒会活動人数 8名） 
 

2020年度の生徒会テーマ・目標 

今年度の北斗校生徒会のテーマ・目標は「発信力」で

す。どうすれば相手に分かりやすく情報を発信できるの

か、ということを考えて日々活動をおこなっています。 

また、生徒会内だけではなく在校生にも生徒会の活

動を伝えていくことで、最新の情報を共有し、北斗校で

一体感を生み出せるようになりたいです。  

 

 

生徒会活動紹介・特徴・部活動紹介 

今年 7月、熊本県を中心に九州地方で豪雨災害が発

生し、たくさんの方が被災されました。現在、北斗校生

徒会では、被災した方々への支援として、北斗校生徒会

では募金活動を行っています。コロナ禍の状況もあり、

関心が薄らいでしまっている問題ですが、情報を発信

することで、少しでも被災地の力になりたいです。 
 

全国のみんなへメッセージ 

今年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で、今まで

のような生活ができず、新たな生活様式が必要となり

ました。直接会うことも難しい状況になりましたが、イン

ターネットを活用するなどして、繋がりや関わり合いを

絶やさないことが何よりも大切だと思います。星槎の

仲間として、一緒に困難を乗り越えていきましょう！  

 

星槎学園北斗校の生徒会長 

冨
とみ

久
ひさ

 美
み

海
あ

（3年） 
 

意気込み 

今年は例年に比べて行事等が減ってしまったのは残

念ですが、生徒会メンバーと力を合わせながら、学校行

事を最大限盛り上げていきたいと思います！ 
 

自校舎のスゴいところ・自慢 

北斗校には水耕田という行事があります。田植えや

稲刈りはもちろん、草むしりなど細かいところまで生徒

自らおこなうので、食に対するありがたみを感じること

ができる行事だと思います。自分たちで収穫したお米

は、毎年おにぎりやカレーにして食べたり、文化祭で販

売したりします。さらに、年明けには餅つき大会を行

い、最後には全校生徒でお餅を食べることができます。 
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 星槎高等学校 （生徒会活動人数 7名） 
 

2020年度の生徒会テーマ・目標 

≪テーマ≫ Paradigm Shift～個性煌めく学校へ～ 

 

 

 

 
 

 

生徒会活動紹介・特徴・部活動紹介 

SAABの準備は、色鮮やかな装飾、来場者を出迎え

る横断幕、各国を象徴する国旗たち。生徒会活動の代

名詞といっても過言ではありません。来場者の方々に

対する『おもてなし』こそが私たちの誇りです。SAAB

にお越しになった折には、ぜひ私たちの仕事ぶりに、

ご注目ください。 
 

全国のみんなへメッセージ 

「なぜ自分の任期中にコロナが蔓延するんだ。」そう

思う役員もいるかもしれない。しかしこの状況を逆

に、我々は未知の環境に果敢に立ち向かうチャレンジ

ャーになったと考えて、全力で前に進もう！ 

仲間と共に創意工夫を繰り返し、実行していく事が

「いま」をより豊かにし、この先のどんな困難にもきっ

と、笑顔と勇気を持って打ち勝つことができるだろ

う！ 

 

 

星槎高等学校生徒会長 

池添
いけぞえ

 健贈
けんぞう

（3年） 
 

意気込み 

平時の学校生活が送れない学校がほとんどかと思

います。しかし、そんな時だからこそ私たち生徒会の

存在意義がより大きくなっていると感じています。内

からのアプローチでより学校を活気づけられるよう全

力を尽くしてまいります。 
 

自校舎のスゴいところ・自慢 

星槎高校は若葉台という閑静な住宅街の中にあり、

地域の方々と共生しています。地域の方々と一緒に作

り上げる行事もあるので、「地域と学校のつながり」が

私たち星槎高校の自慢です。  
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 星槎国際湘南 （生徒会活動人数 5名） 
 

2020年度の生徒会テーマ・目標 

≪テーマ≫ 

challenge～星槎らしく変えていく、変わっていく～ 

 

（写真は、全国生徒会研修の様子です。） 

  
 

 

生徒会活動紹介・特徴・部活動紹介 

今年から始動した生徒会では、スローガンの通り

様々なことにチャレンジしていきたいと思っていま

す。各委員会活動も活性化してきています！また、部

活動では日々の練習を、どの専攻も一生懸命に取り

組み、日本一を目指して頑張っています。 

（写真は福祉委員会の打ち合わせです。） 
 

全国のみんなへメッセージ 

スポーツを通して皆さんに元気や勇気を届けます。 

応援宜しくお願いします。 

 

 

  
 

星槎国際湘南の生徒会長 

山
やま

﨑
さき

 祐奈
ゆ な

（バレーボール専攻 3年） 
 

意気込み 

今年から生徒会活動が本格的に始まりました。分か

らないことが山ほどあると思います。ですが、今後星

槎国際湘南が更に魅力的になるように精一杯頑張り

ます。 
 

自校舎のスゴいところ・自慢 

星槎国際湘南は誰もがスポーツ競技の専攻に所属

しており、日々、神奈川の頂点を目指して仲間と切磋

琢磨し、練習に取り組んでいます。その成果として、神

奈川県での競技成績も上位になることが増えてきま

した。また、私たちは、スポーツだけの学校と思われる

ことが多いのですが、社会に出た時に必要とされる力

やスポーツ競技をしているからこそ求められる社会性

も磨いています。 
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 星槎学園湘南校 （生徒会活動人数 6名） 
 

2020年度の生徒会テーマ・目標 

≪テーマ≫ SEISA for ONE, ONE for SEISA 

星槎は一人ひとりのためにあるという事を実感し、

生徒それぞれのニーズに合わせて活動していく。ま

た、一人ひとりが星槎を良い学校にしようと、意識を

高く持って活動していく。  
 

 

生徒会活動紹介・特徴・部活動紹介 

湘南校といえば木造校舎の“みかん校舎”と、ネコがい

る“湘南校舎”。そして今年からなんと、フリースクール

“のぞみ教室”の校舎が近くなりました！高校生も授業

などで活用していますが、距離が近くなったことで、フリ

ースクール生(小・中学生)との関わり合いが増えまし

た！より団結力を増してパワーアップしていきます！ 
 

全国のみんなへメッセージ 

この先、沢山活動していく中で、新たな発見があると思

います。その一つひとつに興味を持ち、探究していきまし

ょう。これからどんな活動を皆でしていけるのか、楽しみ

です！また、湘南には海以外にも山もあり、自然が堪能で

きます。コロナが落ち着いたらぜひ遊びにきて下さい。  

 

星槎学園湘南校の生徒会長 

津田
つ だ

 菜
な

都
つ

美
み

（2年） 
 

意気込み 

生徒会長になり、不安な気持ちもありますが、とてもワ

クワクしています。色々な方々と関わり、学び教え、自分の

糧にもしていきたいと思います。頼れる生徒会の仲間と、

湘南校の仲間と共に頑張っていきたいと思います！ 
 

自校舎のスゴいところ・自慢 

なんといっても、手作りならではの温もり溢れる木造校

舎の“みかん校舎”が象徴です！どこまでも続く水平線に、

富士山も眺めることができます。自然の空気も満ちていて

清々しいです。また、校舎にはとても愛らしい 2 匹のネコ

もいて、お昼の時間になると「にゃー(訳：ちゅーるくれ)」

とお知らせしてくれます！Instagram に楽しい学校生活

とともに、可愛いネコたちの写真も載せているので是非み

てくださいね！ 
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 星槎国際小田原 （生徒会活動人数 7名） 
 

2020年度の生徒会テーマ・目標 

≪テーマ≫ Star Hero～叶える・広げる・受け入れる～ 

Star Hero とは、誰もが誰かのヒーローであり、自分

のヒーローでもあるという意味を込めて名付けました。

「叶える」…自分のやりたい事を見つけ、それを実現でき

るよう取り組む。「広げる」…視野を広げ、困っている人

を見つけたら勇気を出して行動する。「受け入れる」…短

所などを見直して改善する。 
 

 

 

生徒会活動紹介・特徴・部活動紹介 

8 月に生徒会企画で 3 日間のサマースクール（オー

プンキャンパス）を行いました。在校生だからこそでき

るリアルな学校生活の紹介や、入学して良かったことな

ど PowerPoint を使って説明しました。他にも、ゲー

ム大会や風鈴作りなど、生徒会役員が中心となって運

営し、オープンキャンパスに新しい風を吹かせました。 
 

全国のみんなへメッセージ 

こんにちは！いつも明るいところが私たちの取り柄で

す。8 月 21 日の zoom での生徒会研修では、皆さんに

手を振ったり、お菓子を見せたりしてすみません。それだ

け他の校舎の生徒会役員の皆様と繋がりたいと思った

からです。今後もぜひ仲良くしてください！  
 

星槎国際小田原の生徒会長 

杉崎
すぎさき

 友
ゆ

紀
き

（3年） 
 

意気込み 

よりよい学校を作るために皆の意見を積極的に取り入

れたいです。その為に意見箱を設置して自分の意見を言

いやすい環境を作ります。皆で楽しい学校を作っていけ

るように頑張ります。 
 

自校舎のスゴいところ・自慢 

教室や屋上からは海が見え、屋上に行けば絶景を見る

ことができます。また、体育館や運動場があるので色々

なスポーツを楽しむことができます。自由度も高く、自分

のやりたい事を積極的にすることもできます。地域の人

たちとの関わりも大事にしています。だから私はこの学

校が大好きです！ 
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 星槎国際静岡 （生徒会活動人数 5名） 
 

2020年度の生徒会テーマ・目標 

≪テーマ≫ 生徒も地域も楽しめる生徒会作り 

星槎国際静岡は各行事においても、“地域”との交

流や関りを大切にしています。文化祭の名前も“まぶ

ち祭り”という地名を使っていて、今後も地域を大切

にできる生徒会を目指し、テーマ設定をしました。 

  

 

 

生徒会活動紹介・特徴・部活動紹介 

「交流会の実施」 新入生歓迎会をおこなえなかった

ため、新入生が他学年と親睦を深める機会として8月

4 日に交流会を実施しました。生徒会役員で準備・運

営を行い、三密にならないよう、外でドッヂボールや

水風船バトルなどの活動をおこないました。当日は夏

季休暇中にもかかわらず、全校生徒の 3 分の 1 が参

加し、親睦を深めることができました。 
 

全国のみんなへメッセージ 

星槎国際静岡は開校してまだ 3 年目なので、他校

舎の経験やイベント、活動内容など知り、自校舎で活

用していきたいです。そのために、今後いろいろな校

舎と交流や意見交換していきたいです！よろしくお願

いします！ 

  

 

星槎国際静岡の生徒会長 

野ヶ
の が

本
もと

 あずさ（2年） 
 

意気込み 

星槎国際静岡は今年開校３年目で、本格的に生徒

会が始動するのは今年からになります。まだ何もない

星槎国際静岡生徒会を発展させ、生徒会活動をどん

どん盛り上げていけたらいいなと思っています。生徒

会役員だけではなく、全校生徒を巻き込んでいく生徒

会活動を目指していきます。 
 

自校舎のスゴいところ・自慢 

星槎国際静岡は約 40 名の生徒が在籍しています

が、どの生徒も元気いっぱいで、サブカルチャー好き

の生徒が多く在籍しています！  
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 星槎国際浜松 （生徒会活動人数 6名） 
 

2020年度の生徒会テーマ・目標 

≪テーマ≫ ～互いを認め合う～ 

お互いのいい所もダメな所も認め合う！そして、支え

あっていく！ 

 

  
 

 

生徒会活動紹介・特徴・部活動紹介 

「生徒会企画の運営」 今年度は新型コロナウイルス

の影響でお祭りや地域のイベントがなくなったので、

中学生向けのイベントで夏祭りを生徒会で企画し、輪

投げやヨーヨー釣りなど恒例のものはもちろんキッキ

ングスナイパーなどオリジナルのゲームも用意し体験

生に楽しんでもらいました。 
 

全国のみんなへメッセージ 

日本一暑い場所で活動しています。星槎国際浜松生徒

会です。新型コロナウイルスの関係で、全国生徒会だけで

なくスポーツ大会や文化祭など、これからの行事は今ま

でと違う形になると思いますが、オンラインでの強みをう

まく活用して生徒会の力で学校を盛り上げていきましょ

う！  

 

星槎国際浜松の生徒会長 

跡見
あ と み

 帆乃
ほ の

香
か

（3年） 
 

意気込み 

高校生活最後を仲間と共にコロナの中でもできるイベ

ントを生徒会と一緒に盛り上げよう！自己満足だけで終

わらないためにも周りをよく見て行動し、後輩たちに「伝

統のバトンパス」ができるようにしていきたいです。 
 

自校舎のスゴいところ・自慢 

一つ目はラーメンゼミです。一から麺づくり、スープづ

くりをすることができます。高尾ロックでは二回ほど出

品しとてつもない速さで完売しました。まだ食べてない

人はぜひ食べに来てください。 

二つ目は槎
き

古里
こ り

ゼミです。自然を感じながら授業がで

き、かまどや小屋など自分たちで作ることができます。

皆さんも自然を感じながら授業を受けてみませんか？ 
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 星槎国際名古屋 （生徒会活動人数 6名） 
 

2020年度の生徒会テーマ・目標 

≪テーマ≫ 綺麗な星に切磋琢磨に高め合う友情道 

意味：清楚な星槎に集う星と共に、互いを高めあう。 

 

 

 

  

 

 

生徒会活動紹介・特徴・部活動紹介 

星槎国際名古屋では、星槎祭、星槎名古屋中との中

高合同クリスマス会など多くの行事を生徒会が企画し

ています。生徒会は行事だけでなく、地元の清掃活動

などボランティア活動もおこなっています。 

部活動では、鉄道研究部、演劇部、合唱部、ボランテ

ィア部、軽音部などの部活がたくさんあります。この

ように星槎国際名古屋では、多くの活動を通じて、メ

リハリがあり、面白く、笑いが絶えない学校づくりを進

めています！！ 
 

全国のみんなへメッセージ 

星槎国際名古屋は先輩後輩関係なく仲がいいで

す！SAAB で会おう！！友情を語ろう！！！星槎を

もっと輝かせよう！！！！ 

 

コロナが収束したら名古屋においでや～ 

  

 

星槎国際名古屋の生徒会長 

伊東
い と う

 雅
まさ

貴
たか

（2年） 
 

意気込み 

生徒会長の伊東雅貴です！私が今回の目標として

いた交流！がコロナの影響であまりできない状況な

ので、zoomでの交流を大事にしていきたいな！って

思っています。 
 

自校舎のスゴいところ・自慢 

私の学校のいいところはいつでも笑いが絶えない

先輩後輩の壁を感じさせない仲の良さです！ 
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 星槎国際富山 （生徒会活動人数 14名） 
 

2020年度の生徒会テーマ・目標 

星槎国際富山は「みんなが星槎の生徒でよかったと

感じてもらえる学校づくり」をしていきます。コロナ禍

の下、今まで通り何かをするのは難しいのですが、こ

の目標に向かい生徒全員が前を向けるように生徒会

役員一同、努力していきます。 

  

 

 

生徒会活動紹介・特徴・部活動紹介 

今年度から生徒の要望もあり、新しく「バスケットボ

ール部」を創部しました。1 年生 4 名、2 年生 1 名、1

年生 2 名、マネージャー1 名の合計 8 名で今年度の

大会に挑みます。先日は昨年度の全国大会出場校と

練習試合をしました。バスケットボールを通して、様々

なことを感じ日々前進しています。 
 

全国のみんなへメッセージ 

今はコロナウイルスのこともあり、なかなか会う機

会がありませんが、また笑顔で皆さんと会えるのを楽

しみにしています。生徒会の研修で見かけたときは、

気軽に声をかけてください。 

 

  

 

星槎国際富山の生徒会長 

岡田
お か だ

 遍
あまね

（3年） 
 

意気込み 

私は昨年の4月から星槎に入り、生徒会活動に取り

組み、今年度生徒会長となりました。 

 今まで学んできたことを活かしながら、星槎国際富

山を良い学び舎にしていきます！！ 
 

自校舎のスゴいところ・自慢 

星槎国際富山の自慢はなんといっても立地の良さ

です。富山駅の目の前、昨年移転したばかりのピカピ

カの教室で、県内外さまざまな場所から集まった生徒

が学んでいます。 
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 星槎国際福井 （生徒会活動人数 7名） 
 

2020年度の生徒会テーマ・目標 

コロナで学校行事が中止となる中、生徒会役員とし

て知恵と工夫で、どうにか学校を盛り上げていってほ

しいと思います。また意欲を持って生徒会役員に立候

補してくれた生徒達なので、楽しく活動してほしいで

す。今年のテーマは「チームワーク」として、これからよ

り団結していくことを望んでいます。  

 

 

生徒会活動紹介・特徴・部活動紹介 

自宅待機期間中、zoom チャット会を実施しまし

た。方法等を話し合い、「今後取り組みたいこと」をテ

ーマに、色々な生徒に参加してもらいました。3 密を

避けるために、放課後残ってお喋りが出来ない時期だ

ったため、互いに仲良くなる良いきっかけとなりまし

た。 部活動では、いくつかの競技が11月の福井県定

時制通信制大会新人大会に出場予定です。 
 

全国のみんなへメッセージ 

星槎国際福井の生徒会役員は男子の割合が多いで

すが、男女関係なく意見を言い合える仲が良いメンバ

ーだと思います。まずは役員同士からコミュニケーシ

ョンをとって、学校の生徒全体が関わり合いを持てる

ような学校づくりを目指していきます。 

  

 

星槎国際福井の生徒会長 

牧野
ま き の

 壮
まさ

良
ら

（3年） 
 

意気込み 

私は生徒会長として、学校をより楽しいものにした

いと思っています。誰しも、学校に行く時に緊張感を

抱く時が必ずあります。それは、自分がイベントに関わ

る時です。その時、私は去年生徒会に参加していた経

験を活かしてアドバイスをすることができます。これか

らの 1年間、在校生の皆さんを学校生活で楽しませら

れるよう努力していきます。 
 

自校舎のスゴいところ・自慢 

優しく、真面目で、楽しく、そして個性が強い人が多

い校舎です。  
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 星槎国際大阪 （生徒会活動人数 6名） 
 

2020年度の生徒会テーマ・目標 

2020年度の星槎国際大阪生徒会の目標は「シンワ」

です。シンとワの言葉には様々な意味があります。シン

には「真-マコト-」、「芯を通す」、「信じる」。ワには「平

和」、「輪」、「我」等。そして、親和という言葉もあるよう

に周りの人を信じ合い、支え合って一つの輪になれる

校舎にできるよう、活動していきたいと思います。  

 

 

生徒会活動紹介・特徴・部活動紹介 

『生徒会主催映画鑑賞会』 参加者で映画を選び、み

んなでお菓子を食べながら映画鑑賞をしました。また

合間時間にトランプゲームをして、一日中学年関係な

くみんなで楽しく過ごすことができました。これから

もみんなが楽しめる活動を考え、行動していきます。 
 

全国のみんなへメッセージ 

生徒会役員は生徒全員の代弁者だと思っています。

今年はコロナの影響でできない事も多くなると思いま

すが、会えなくても全国で活動できることを考え、交流

していきたいです。仲間の意見に耳を傾け、星槎生活が

より良い実りある日々になりますよう、創り上げていき

ましょう。  

 

星槎国際大阪の生徒会長 

藤本
ふじもと

 あかり（3年） 
 

意気込み 

私は生徒会 3 年目になります。これまでに学んだ知

識や考えを活かして何事にも積極的に行動していきた

いです。そして楽しく、面白い星槎生活を過ごせるよう

に生徒会役員と力を合わせて取り組んでいきます。 
 

自校舎のスゴいところ・自慢 

星槎国際大阪のスゴいところは、部活動が盛んなと

ころです。今年から新たに競技かるた部や名探偵コナン

研究部、いきものがかり部やダブルダッチ部などユーモ

ア溢れた珍しく面白い部活動が増えました。3 つ兼部し

ている生徒もいるほど、自主的に参加しています。部活

動を通して学年を超えて仲良く、活気にある校舎にして

いきたいです。 
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 星槎国際広島 （生徒会活動人数 10名） 
 

2020年度の生徒会テーマ・目標 

前年度の生徒会で良かったところは、より良くし、

改善の余地があるところは改善していくことで、生徒

会をより楽しく活動ができる環境にしていきます。そ

して 「心機一転」 新たな環境で様々な生徒会活動を

行っていこうと思います。 

  

 

 

生徒会活動紹介・特徴・部活動紹介 

星槎国際広島のサッカーコースは、県大会ベスト

16、そして多くの人から応援されるチームになること

を今年の目標に、日々練習に取り組んでいます。精一

杯頑張りますので、応援よろしくお願いします！ 

 

全国のみんなへメッセージ 

今年は新型コロナウイルスの影響で、予定していた

生徒会活動ができていない校舎もあると思います。今

までおこなっていた外部との対面交流も難しい状況

です。だからこそ、インターネットを通じたコミュニケー

ションを取り、校舎間の生徒会関係をより強いものに

していけたら良いと思っています。  

 

星槎国際広島の生徒会長 

内藏
く ら

田
た

 瑠
る

華
か

（3年） 
 

意気込み 

今、このコロナで生徒会長である私に何ができるの

か。生徒会内で先導する立場である者としてのあり方

を考え、来年度の生徒会に沢山のことを繋げていける

活動をしていきたいと考えています。 
 

自校舎のスゴいところ・自慢 

星槎国際広島の先生は面白い方ばかりです。職員

室へ行けばいつも生徒と先生が楽しそうに会話をして

いる姿を見る事が出来、楽しい話だけではなく相談事

も親身になって聞いてくださいます。 

 私達の校舎は愉快な先生方のおかげで笑顔溢れる

素敵な場所です。 
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 星槎国際高松 （生徒会活動人数 3名） 
 

2020年度の生徒会テーマ・目標 

≪テーマ≫ One for all, All for one 

 

≪目 標≫ 星槎国際高松は一人一人がより良い学校

生活を送るために全力で取り組んでいます。校内でペ

ットボトルキャップの回収を開始し、１人でも多くの命

を救う活動を始めました。「１人はみんなのために、み

んなは１人のために」をモットーにしています。 

 

 

 

 

生徒会活動紹介・特徴・部活動紹介 

今年は、新型コロナウイルスの影響で全ての大会が

中止になりましたが、ソフトテニス部と剣道コースが

夏休みに練習を行いました。星槎国際高松では、本格

的に剣道コースが始動し、マンツーマン指導で日本一

を目指し毎日練習を頑張っています。 

 
 

全国のみんなへメッセージ 

今年は皆さんに会うことができず残念です。しか

し、同じ星槎の仲間として、各校舎で協力し、できるこ

とをおこなっていきましょう。 

 

  
 

星槎国際高松の生徒会長 

橋本
はしもと

 竜
たつ

弥
や

（3年） 
 

意気込み 

昨年できなかったことが今年はメンバーも増えてい

ろいろと出来るようになったので星槎国際高松をも

っと盛り上げていこうと思います。 

 
 

自校舎のスゴいところ・自慢 

1. 生徒みんな学年の壁を越えて仲が良く笑顔が絶え

ないところ。 

2. いろんな芸術に触れあうことができるところ。 
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 星槎国際丸亀 （生徒会活動人数 3名） 
 

2020年度の生徒会テーマ・目標 

≪テーマ≫ 結（むすぶ） 

現在、星槎国際丸亀の生徒会役員は３年生のみな

ので、他学年の生徒も活動に巻き込んで、私たちの活

動を次の世代へとつなげたいと思っています。 

 

  

 

 

生徒会活動紹介・特徴・部活動紹介 

毎週木曜日に星槎大学の安久津太一先生のバイオ

リン講座があります。文化祭や地域での発表を目標

に、2，3 年生を中心に基礎から丁寧に安久津先生に

ご指導いただいています。きらきら星や恋するフォー

チュンクッキー、星槎の歌の演奏に加え、自分たちの

好きな曲を弾けるようになることを目標にしていま

す。 
 

全国のみんなへメッセージ 

役員の人数は少ないですが、学校全体の力を借り

て積極的に活動したいです。それぞれの校舎から全国

に星槎を「発信」していきましょう！よろしくお願いい

たします。 

 

  

 

星槎国際丸亀の生徒会長 

脇
わき

 知里
ち さ と

（3年） 
 

意気込み 

3 名と少ないメンバーですが、役員以外の在校生を

巻き込んで、下級生、これから星槎に入学してくる人

たちに繋げていけるように頑張ります。 

 
 

自校舎のスゴいところ・自慢 

学年の壁がなく、生徒も先生も仲が良いです。休み

時間や放課後は生徒も先生もみんなで楽しく会話を

楽しんでいます。 
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 星槎国際福岡東 （生徒会活動人数 3名） 
 

2020年度の生徒会テーマ・目標 

様々な関わりを持つにはコミュニケーションが必要

だということと、積極的に活動しやすい環境を目指し

ていくために、コミュニケ―ションの入り口でもある挨

拶を活発にしていくことが大切だと意見が出たので、 

生徒会テーマは、「あいさつができる学校づくり」で

す。  

 

 

生徒会活動紹介・特徴・部活動紹介 

定例会議で学校行事の企画や地域清掃活動を行っ

ています。コロナで活動が制限されていますが、今で

きることを、できるときに実施し、これからも在校生

が安心して楽しく学校生活が送れるよう話し合ってい

ます。 

 
 

全国のみんなへメッセージ 

今年はコロナウイルスの関係で、全国の皆さんと会

える機会が無いので、寂しく感じていますが、こんな

時だからこそ、皆さんとオンラインでの関わりを大切

にしていきたいです。 

 

  

 

星槎国際福岡東の生徒会長 

伊藤
い と う

 真
ま

恵
なえ

（3年） 
 

意気込み 

今年は例年通りの活動ができず、うまくいかない事

も多いですが、生徒会の活動を在校生にもっと知って

もらうことを目標に、昨年より活発な生徒会にしてい

きたいです。 
 

自校舎のスゴいところ・自慢 

定期的におこなっている地域清掃などで、地域との

関わりが強く、学校行事などでは沢山の方が来校して

くださいます。また、付近の商業施設にも文化祭のポ

スターの宣伝などに協力していただくなど、地域との

繋がりが強い校舎です。 
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 星槎国際福岡中央 （生徒会活動人数 6名） 
 

2020年度の生徒会テーマ・目標 

≪テーマ≫ Break Through 

なれないことが多く、いろいろな壁に直面すること

もあると思いますが、困難な壁も生徒会全員で乗り越

えていきたい！という思いを込めました。 

 

  

 

 

生徒会活動紹介・特徴・部活動紹介 

オープンスクールを生徒会がスタッフとしておこな

っています。文化祭に向けて話し合いを進めていま

す。 

今年からダンス部ができました。ゼミだけじゃ足り

ない子が多く、自分たちで動画を見てコピーして踊っ

ています。 
 

全国のみんなへメッセージ 

メンバー3 年生 4 人、2 年生 2 人で 1 年間頑張っ

ています。 

仲間と一緒に今年の目標達成に向けて、一丸となっ

て取り組んでいます。参考になる取り組みがあったら

教えてください。一緒に頑張りましょう。 

  

 

星槎国際福岡中央の生徒会長 

平田
ひ ら た

 萌
ほの

夏
か

（3年） 
 

意気込み 

みんなの意見をまとめ、引っ張っていけるように精

一杯頑張ります。また、生徒全員が楽しいと思える学

校にできるように、生徒会役員と協力して取り組みま

す。 
 

自校舎のスゴいところ・自慢 

生徒と先生の距離が近くて、みんな仲が良いです。

先生が明るくて優しいので職員室に入りやすくて、生

徒のたまり場になっています。先生のキャラが濃いの

で授業も楽しく、いつも生徒が笑っています。部活が

多くて毎日、放課後練習を頑張って取り組んでいま

す。 
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 星槎国際北九州 （生徒会活動人数 7名） 
 

2020年度の生徒会テーマ・目標 

≪テーマ≫ 

コミュニケーションを取り合いながら支え合おう!全員集合! 

 

生徒会メンバーが一丸となって協力し、校舎の生徒たち

を巻き込んで引っ張っていくことを目指しています！ 

  

 

 

生徒会活動紹介・特徴・部活動紹介 

現在、7 名で活動しています。ペットボトルキャップ

集め、地域清掃などに取り組んでいますが、ペットボト

ルキャップは今後どのように活用ができるか等、調査

も進めていきます。また、キャンパスのキャラクターや

グッズ、Tシャツを制作していきたいです。 

星槎国際北九州にはまだ部活はありませんが、楽し

いゼミが20種類以上あります！今後紹介していきた

いです！ 
 

全国のみんなへメッセージ 

元々、星槎国際小倉としてスタートしましたが、校舎が小

倉から戸畑に移転し、星槎国際北九州になりました。年々生

徒が増えており、賑やかになっています！最近では、生徒会

掲示板や生徒会だよりを作ったりするなど、様々なことに

挑戦しています！これから、よろしくお願いします！  
 

星槎国際北九州の生徒会長 

小寺
こ で ら

 勇人
ゆ う と

（2年） 
 

意気込み 

今年は生徒会発足 2 年目で、まだまだ分からないことが

多くありますが、もっと、より良く過ごしやすい学校づくり

をしていくため、全力を出して職務にあたります！！ 
 

自校舎のスゴいところ・自慢 

星槎国際北九州は年々生徒の数が増えており、とても賑

やかで、みんな楽しんで通っています！校舎がある北九州

市戸畑区は、夏になると伝統行事の「戸畑祇園大山笠」の太

鼓が鳴り響き、賑やかになります！世界文化遺産にも登録

されています！！ 
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 星槎国際沖縄 （生徒会活動人数 6名） 
 

2020年度の生徒会テーマ・目標 

≪テーマ≫ 熱盛宣言 笑顔の伝染 
 
≪目 標≫ 

① 色々な人とコミュニケーションをとる機会を増やし皆の

居場所をつくる。 

② 思想の違う一人一人が求めるものに臨機応変に応える。 

③ 執行部メンバー同士で、お互いの考え、意見、評価、見解

等を共有する。 

④ 笑顔あふれる星槎国際沖縄 

 

 

 

生徒会活動紹介・特徴・部活動紹介 

『デジタル・デトックスゼミ』 自然と向き合うことで

デジタル・デトックスの効果が期待されるのか』仮説→

検証を立ててフィールドワーク調査を実施していま

す。フィールド先では、沖縄の自然や大地、動植物など

に触れ合いながら学習しています。 

 
 

全国のみんなへメッセージ 

テーマにもある通り、私たち星槎国際沖縄では「笑」を大

事にしています。星槎国際沖縄の生徒会だけではなく、全国

で全体が「笑」に包まれるように沖縄から皆さんに「笑」を発

信するので、ぜひ受け取ってください！そして一緒に、もっ

ともっと「笑」を広げましょう。  
 

星槎国際沖縄の生徒会長 

東
あずま

 笑
えみ

菜
な

（3年） 
 

意気込み 

自分自身が誰よりも笑って、Happy精神を貫き、たくさ

んの人に伝染させていきます！世界が「笑」で溢れますよう

に。いつでも楽しむ事、笑う事を忘れません。私は「"笑" 菜」

なので！ 
 

自校舎のスゴいところ・自慢 

星槎国際沖縄は"いつでも気持ちを大事にする"ところが

凄いと思います。友達関係も、先生と生徒の関係も、授業や

行事の時も。みんな自然と"自分の気持ち・相手の気持ち"

を考えて行動します。星槎国際沖縄は中身が深くて凄い！ 
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 星槎国際那覇 （生徒会活動人数 3名） 
 

2020年度の生徒会テーマ・目標 

≪テーマ≫ いちゃりばちょーでー 

沖縄の方言で、『一度出会ったら皆兄弟』という意味

の言葉です。今年の星槎国際那覇はこのテーマをもと

に楽しいことも、辛いことも皆で共有し、まるで暖かい

家族のような信頼できる関係を築けたらよいなと思

っています。  

 

 

生徒会活動紹介・特徴・部活動紹介 

今年度、星槎国際那覇、星槎国際沖縄の生徒会は協

力して首里城再建プロジェクトに取り組んでいます。

全国の校舎のみなさんから預かった寄付金を届ける

ことに加え、伝統の「紅型」の技法など活用し、沖縄ら

しさを表現した製品を制作、販売し、その売り上げを

寄付することで、継続して首里城再建に貢献していき

ます。 
 

全国のみんなへメッセージ 

近頃、色々な問題が続けて起こり、なかなか理解が

追い付かないことがあります。首里城火災もそうでし

た。全国のみなさんが多くの募金を集めてくださり、

本当にありがとうございました。画面越しでの交流が

メインですが、きっと「いちゃりばちょーでー」の気持

ちでしてくださったのだと思っています。にふぇーで

ーびる(ありがとう)！ 
 

 

星槎国際那覇の生徒会長 

 桶川
おけがわ

 翔
すば

亘
る

（3年） 
 

意気込み 

今年はコロナウイルスの影響で、企画や行事ができ

ないことが多いと思うので、少しでも良い思い出が残

せるような行事を企画していけたらと思っています。 
 

自校舎のスゴいところ・自慢 

普段から学年間の交流が多いため皆が仲良く、挨

拶やちょっとしたことでのお礼など、大切だけど忘れ

がちなあたりまえのことが、あたりまえにできる居心

地のいい校舎です。沖縄の暖かい気候のように、穏や

かな雰囲気の校舎に、ぜひ遊びにきてください。  
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