
星槎全国生徒会報 
  
  

2020年度 

第２号 

星槎は皆んなで 

育む集合体！ 



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 

- 1 -  



目 次 

 ・ SDGｓアクション SEISA CLEAN UP ACTION 
～SEISA Africa Asia Bridge 2020～ ・・・・3 

・  星槎全国同窓会長   水上雄斗 

   全国生徒会長    長坂優輝 

                武田怜子・・・・・・・・・・・・・４ 

・ 各校舎の生徒会紹介 

・ 星槎国際本部校・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 

・ 星槎国際芦別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 

・ 星槎国際帯広・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 

・ 星槎国際札幌北・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 

・ 星槎国際旭川・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 

・ 星槎国際仙台・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

・ 星槎国際郡山・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 1 

・ 星槎学園大宮校・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 

・ 星槎国際川口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 

・ 星槎国際八王子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 

・ 星槎国際立川・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 

・ 星槎国際厚木・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 

・ 星槎国際横浜鴨居・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 

・ 星槎学園横浜ポートサイド校・・・・・・・・・・18 

・ 星槎学園北斗校・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 

・ 星槎高等学校・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 

・ 星槎国際湘南・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 

・ 星槎学園湘南校・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 

・ 星槎国際小田原・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 

・ 星槎国際静岡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24 

・ 星槎国際浜松・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 

・ 星槎国際名古屋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26 

・ 星槎国際富山・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27 

・ 星槎国際福井・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28 

・ 星槎国際大阪・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29 

・ 星槎国際広島・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30 

・ 星槎国際高松・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31 

・ 星槎国際丸亀・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32 

・ 星槎国際福岡東・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33 

・ 星槎国際福岡中央・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34 

・ 星槎国際北九州・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35 

・ 星槎国際沖縄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 

・ 星槎国際那覇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 

- 2 - 

 

 

 

 

 

 

 



SDGｓアクション  SEISA CLEAN UP ACTION 

～SEISA Africa Asia Bridge 2020～ 

 

天候にも恵まれた今年の「SEISA Africa Asia 

Bridge」。第６回目となる今年は、新型コロナウイ

ルス感染症の対策を入念に行い、オンライン参加者

を含め約２０，０００人が繋がる大イベントとして開

催されました。 

今年の星槎全国生徒会は、星槎全国同窓会「星友

会」と初タッグを組んで、「持続可能な開発目標」で

ある『SDGｓ』を達成するためにできる SDGｓアク

ションの実践報告を行いました。昨年度は SDGｓの

Goal7「エネルギーをクリーンに、そしてみんなに」に着目した『星槎電力プロジェクト』。そして今年

は、身近な「クリーンアップ」をテーマにし、『SEISA CLEAN UP ACTION』と題して全国の校舎

での活動報告を、オンラインで繋いだ日本中、そして世界中の人に発信していきました。 

世界中の人が違いを認め合い、共に生きるための活動を示した、国連が定める持続可能な開発

目標“SDGs”。 全国生徒会の元メンバーで、現在全国同窓会の役員を務める、星槎国際沖縄卒業

の比嘉さんが口にした、「生徒会だから SDGs に関わっていたわけではない。一生続けていきた

い、周りの仲間にもっと伝えていきたい」そんな熱い想いからスタートしました。「CLEAN UP 

ACTION」は、私たちが暮らす地域、街、国、そして地球を守るための「ゴミ拾い活動」です。まずは、

身の回りのゴミ拾いからはじめ、自分たちの心をクリーンにしていく活動を、この秋から取り組んで

います。 

SAAB ではオンラインで繋がった全国の校舎の活動の中で、星槎国際高校本部校、名古屋、沖

縄、那覇、そして海外・インドネシアで学ぶ生徒が代表して活動を報告。ゴミ拾いから文化を学び、そ

して国によってゴミ拾いに対する捉え方の違いを知り、SAAB に集う全ての人が繋がった時間とす

ることができました。 

私達は、「SDGs」をただのゴールではなく、自分たちの行動を変えていく、キッカケにしていま

す。星槎の「３つの約束：人を認める・人を排除しない・

仲間を作る」を具現化するためのキッカケです。６年目

を迎えた SAAB。この SAAB や、星槎生徒会・同窓会

での学びをきっかけに、SDGs にまつわる活動、行動

を一生のライフワークにする、そんな強い信念をもつ生

徒、卒業生がいることは、大きな成果であると捉えてい

ます。 

星槎全国生徒会・同窓会は、これからも星槎の心を伝

え、社会を変える集合体として、活動していきます。今

後の活動にぜひご注目ください。 
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星槎全国同窓会 会長 水上雄斗 

 

 今年の SAABではご存知の通り、全国生徒会と全国同窓会が

一緒になって SCA活動に取り組みました。これは、昨年全国生

徒会役員を務め、現在全国同窓会の役員である星槎国際沖縄の

卒業生、比嘉さんの言葉がきっかけでした。「SDGsは、やらな

ければいけないからやっていたわけではない。一生関わりたい」

と。星槎には卒業しても関わり続ける場面や環境がたくさんあり

ます。 

卒業しても関わりたい人、ぜひ一緒にやりましょう！ 

 

 

星槎国際八王子 長坂優輝 

  

新型コロナウイルス感染症の影響でスタートの遅れた今年度

でしたが、オンラインを活用して生徒会活動に取り組むことがで

きました。ZOOMを使い、全国の仲間とミーティングをしたり、

校舎内ではオンラインを活用した部活動をしたりなど新しい取り

組みができたと思います。今後は、今年度で学んだオンラインで

のミーティングやイベントを行った知識と経験を使い、今年度以

上のものをたくさん作り上げていきたいと考えています。 

 

 

星槎国際立川 武田怜子 

 

皆さんお元気ですか！今年度はコロナウイルスのこともあり

ましたが、SCA(星槎クリーンアップアクション)を全国で活動

することが出来ました！地域のゴミ拾いや体の中から綺麗に

していこう！ということで SAABと SNSでもその活動を発

信し、コロナ禍でも出来る SDGs活動として行いました！今

後も続けて活動していきたいと思っていますし、これを機に新

しく、コロナ禍でも、全国で活動出来ることを増やしていきた

いと思います！ 
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 星槎国際本部校 （生徒会役員 6名） 
 

生徒会活動報告 

 生徒会主催で「誰かの笑顔のために」を合言葉

に校内イルミネーション装飾を行いました。入り

口玄関前のツリーの他、廊下の天井や図書室の

窓など、様々な場所に飾りつけを行いました。                 

生徒会役員で相談し、外からも見える位置にイ

ルミネーションを飾ることで、コロナ禍で不安な

気持ちが続く中、少しでも明るい気持ちで過ご

せるようにと願いを込めました。近隣の幼稚園

や地域の方にも喜んでいただいています。 
 

 

行事報告 

 今年度はオンラインを活用してのハイブリッド

型学校祭で、各クラス工夫を凝らしての開催とな

りました。テーマは「団結～みんなで協力しよう

～北海道応援」として、北海道の各地域について

調べ、展示や動画の放送などを行いました。 

また、今年度からの新たな取り組みとして、ハ

リボテコンテストが行われ、３年Ｂ組のポムポム

プリンが大賞を受賞しました。 

部活動活動報告 

 定体連石狩支部バドミントン新人大会に 3名

が出場し、2年生男子が個人戦二連覇と、初出

場の 1年生が男女ともにベスト 4と大健闘を見

せました。その結果、次年度のシード権を獲得し

ました。 

また、高文連主催の全道高等学校美術展にて

2年生女子生徒の「ハシビロコウ」が全道優秀作

品、そして全国推薦に選出されました。星槎国際

高校史上初の全国出場となります。 

 

～私たちの名物先生紹介～ 

       松浦 進 先生 （美術） 

 クリエイティブコース・美術担当です。ご自身も

作家として活躍し、シルクスクリーンという手法

を使って作品を制作し続けています。第 10回

秀桜基金留学賞基金(2016年) をはじめ多数

受賞しています。その他ドイツ、オランダなどの

Artist In Residence プログラムに参加する

など国内外での活動を行っています。 
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 星槎国際芦別 （生徒会役員 6名） 
 

生徒会活動報告 

・生徒会選挙 

１０月３０日（金）に生徒会選挙を実施しました。 

選挙当日を迎えるまでに、試行錯誤しながら演説内容

を考えました。選挙当日は星槎国際芦別の仲間に熱い

思いを届けてくれました。アドリブを入れたり、演説内

容を急遽変更した人もいましたが「楽しい学校づくり」

を目標に、星槎国際芦別の代表として頑張っていきま

す！！ 
 

 

行事報告 

・ハロウィンイベント 

 １０月３０日（金）に生徒会主催のハロウィンイベントを

実施しました。「ブラックボックスゲーム」（箱の中身当

て）を参加者全員が挑戦！！ビリビリするペンが入っ

ていたり、普段良く目にするけど触ったことのないよ

うなものが入っていたりと、見ているかたも大盛り上

がり。次回のイベント、12/22（火）のクリスマスイベン

トに向けて準備を進めています。 

 

部活動活動報告 

・芦別警察署×イラスト部 「コラボ缶バッチ」 

 芦別警察署とイラスト部が連携して飲酒運転防止の

ための缶バッチを作成しました。とくにこだわったとこ

ろはイラストデザインです。どんなデザインなら目に止

めてもらえるかなど話し合いながら考えました。そして

一つ一つ手作りなのでイラスト部の思いの詰まった缶

バッチになっています。 
 

～私たちの名物先生紹介～ 

 本間 詩織 先生 （担当教科：体育） 

〇プロフィール 

 １９９４年１２月４日 ２６歳 女性 

〇びっくりするところ！！ 

 「人とは違う趣味が欲しい」がモットーで、北海道内の

道の駅ピンバッチ集め制覇者です（１２7か所） 

 また、美容ヲタクなので、コスメのことや美容のこと

など気になったことを質問すると答えて教えてくれま

す。最新発売コスメにも強いです！！ 
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 星槎国際帯広 （生徒会役員 4名） 
 

生徒会活動報告 

 いつもお世話になっている帯広の街なかを生徒会役

員のみならずたくさんの仲間たちと一緒に清掃活動

を実施しました。清掃活動では帯広の街なかにはどん

なゴミが多く落ちているか知ることができました。ま

た清掃活動を通して仲間との交流することができ、と

ても楽しい空間になりました。「誰かがやる誰かになろ

う」を大切にして、みんなのためにこれからも活動を行

っていきます。 

 

 

行事報告（オンライン学校祭） 

 今年の学校祭は社会情勢を鑑みオンラインで実施し

ました。テーマはスタートクラフト（創り始める）です。生

徒が１からホームページの作成や、動画の作成などす

べて初めてのことに挑戦していきました。当日は生放

送での配信を行い十勝の素晴らしさ、星槎国際帯広の

取り組みを発信していき、最後はみんなで笑顔で終え

ることができました。これからも新しいことにどんどん

挑戦していき、みんなで最高なものを創っていきます。 

 

部活動活動報告（eスポーツ部） 

＜大会・成績・コメント＞ 

・第０回全国高校ｅスポーツ学校リーグ戦  準優勝 

・第２回全国高校対抗 eスポーツ大会 

STAGE：０ 北海道部門  準優勝 

・eスポーツ部ではただゲームをするだけではなく、大

会の運営、企画などを行ったり、ゲームを通して様々な

ことを学んだりしながら、楽しく活動しています。  

～私たちの名物先生紹介～ 

 三浦 邦朗先生 （進路担当） 

〇プロフィール 

・愛称：クニじぃ 

・趣味：山ぶどう狩り、You Tube鑑賞 

・教員歴：49年 

・自慢なこと：前の高校では今や日本一のアイスホッケ

ー部の基礎を作ったこと。 

・クニじぃから一言：人にはそれぞれ天から与えてくれ

た分というものがあり、それを星槎での様々な経験か

ら見つけてください！頑張れ星槎のみんな！ 
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 星槎国際札幌北 （生徒会役員 5名） 
 

生徒会活動報告 

こんにちは、生徒会長の藤井です！私は

11月に『会長､配信するってよ｡』という

ZOOM配信を行いました｡みんなのことも

知りたいし､私のことも知ってほしいと思

い、外出を控えつつ多くの人と交流できるよ

うにラジオ感覚で、質問・相談コーナーを実

施しました｡今後も札幌北のことを知ってい

こうと思います！ 
 

 生徒会活動報告 

札幌北では、毎月お掃除大会を開催しています。

普段からキレイな環境で学習に取り組めるようにし

ています。さらにオープンスクールに来てくれる中学

生にも「この学校ってすごくキレイでいいなぁ！自分

もこの学校に入りたい！」と思ってもらえるように、

生徒会役員だけでなく、札幌北のみんなで積極的に

取り組んでいます。 

行事報告 

今年の学校祭は本部校とオンラインで合

同開催となりました。各クラスの学習発表が

あり、物販では北海道内の様々な土地の名

産品が並びました。校舎をあげて全力を尽く

したハリボテコンテストでは、アイデア賞を受

賞でき、嬉しかったです。 

 

～私たちの名物先生紹介～ 

加藤 真章 先生（ 夢を膨らませる担当 ） 

 

〇好きな食べ物：れんこん 

〇趣味：登山・バスケ 

〇加藤先生の素敵ポイント 

いつも明るく授業中や放課後など常に周

りを笑顔に変えています。入学前から気さく

に話しかけてくれて、不安や緊張が和らぎま

した。授業は面白い例えがあってわかりやす

いです。休み時間は生徒の趣味に興味を持

って僕たちの話を盛り上げてくれます。そん

な先輩・後輩の架け橋になってくれる先生

は、僕たち生徒会役員の目標です。 
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ZOOM 配信の様子 

 



 星槎国際旭川 （生徒会役員５名） 
 

生徒会活動報告 

２０２０年後期生徒会役員が発足しました。 

「創造～何もないところから、今までにない新しい

学校づくりをしていこう～」をテーマに活動をしていき

ます。KＪ法を使って、旭川市にあるキャンパスの存在

意義や生徒が学校に何を求めているか、など話し合い

をしながら今後の企画を計画しています。  

 

 行事報告 

オープンスクールにて、生徒会役員企画を実施 

・１０月ハロウィンパーティ「かぼちゃランタン」づくり！ 

・１２月クリスマスパーティで「リース」づくり！ 

生徒の体験発表、司会など役員主導でオープンスク

ールを実施。 

その他、放課後にて、フリースクールの中学生や体験者

へ普段の活動を紹介したり、活動を一緒にしています。 

  
部活動活動報告 

北海道道内の大会はほとんどが中止となりました。

コンタクトスポーツである、レスリング部ではやりづら

い日々が続いております。今はできる限りのことを懸

命に活動しているところです。落ち着いた時が来るま

でに力を蓄えていきます！応援よろしくおねがいしま

す！ 

 

 

 

～私たちの名物先生紹介～ 

       竹内 史哉 先生 （外国語） 

 

〇野外活動が好きで、キャンプ名人！ 

火のないところから、焚火を作ることができます。キ

ャンプイベントでは、全員参加の焚火づくりでは、薪を

拾ったり、斧で成型したりするところから始まるなど、

本格派です。最近は、木材からのコップづくりに挑戦し

ているそうなので、今後の企画が楽しみです！ 
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 星槎国際仙台 （生徒会役員 5名） 
 

生徒会活動報告 

・生徒会選挙 

１２月４日（金）に文化祭「星城祭」にて生徒会選挙を

実施しました。選挙当日を迎えるまでに選挙ポスター

の作成、挨拶活動、現生徒会長との対談動画の撮影な

どを行いました。選挙当日には全校生徒へ向けて演説

を行い、センターの仲間へ熱い想いを届けました。「生

徒たちが積極性を持って自分の目標を達成しよう！」

が候補者のスローガンです！ 

 

 

行事報告 

・星槎フェスティバルWEEK 

１２月４・５・６日の３日間を「文化祭」「体育祭」を実施

する『星槎フェスティバルＷＥＥＫ』として開催しました。 

ＤＡＹ１では軽音バンド・ファッションショー・ゲームコ

ーナーなどを開催。ＤＡＹ２ではテレビ番組風にＺＯＯ

Ｍ配信。普段の活動の成果を保護者や中学生へ発信し

ました。ＤＡＹ３では、体育祭を実施。実行委員と生徒会

メンバーを中心に企画を大いに盛りあげました！  
部活動活動報告 

・第３回全国高校 eスポ―ツ選手権 出場 

１１月２１日（土）に「第３回全国高校ｅスポーツ選手権

のロケットリーグ部門」に出場しました。結果は３回戦

敗退でしたが、ゲーム部・ｅスポーツゼミを通じて、初め

ての大会参加となりました。大会参加を通じて、チーム

としてゲームに取り組むことの面白さと難しさを感じ

ました。ｅスポーツをもっと盛り上げていきましょう！   

～私たちの名物先生紹介～ 

 千田 圭太 先生 （担当教科：数学） 

〇プロフィール 

 ・１９７６年５月１６日生まれで、現在４１歳です。 

 ・趣味はドライブ。 

〇すごいところ！ 

・ストイックにダイエット！35キロの減量に成功！ 

・パソコンにとても詳しく、学校のパソコンも全て管

理！さらには、先生方や生徒からパソコンの購入相

談を受けているそうです。あだ名は「ケータデン

キ」！ パソコン購入に困ったらあなたもケータデン

キへＧＯ！ 
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 星槎国際郡山 （生徒会役員 6名） 
 

生徒会活動報告（ＳＡＡＢ） 

郡山ではこれまで代表生徒しかＳＡＡＢに参加したこ

とがないので、今年は全校生が校舎に集まり、オンライ

ンで参加しました。1年生が真剣に視聴してくれて、 

生徒会活動に興味をもってくれたことがとても嬉しか

ったです。 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 行事報告（文化祭「流星祭」） 

 郡山市は昨年の台風 19号で被災し、世界こども財

団から義援金をいただきました。私たちは、こども財団

の活動をもっと知ってもらうために、文化祭で各教室

に、こども財団が支援する地域の風景を作りました。 

そして来校していただいた方に、見ていただいていま

す。たくさんの方々に、星槎のことを知ってもらえます

ように！ 

 

  
部活動活動報告 

星槎国際郡山の部活動や同好会は、生徒たちの 

「やりたい！」という気持ちから生まれてきました。 

その流れを引き継ぎ、熱く、静かに、ボードゲーム同好

会が始動しました。どうやら、来年は、部活動化を狙っ

ている？様子です。頑張れ！！！ 

 

 

 

～私たちの名物先生紹介～ 

       丹治 宏樹 先生 （保健体育） 

今年、郡山に着任された丹治先生。専門は陸上競技

の短距離走です。昔は体が弱く運動も苦手だったそう

です。陸上競技を始めてから体も強くなり、今ではマラ

ソンも完走できるそうです。また、ＪＩＣＡの活動でイン

ドネシアに 2年間住み、陸上競技を教えた経験があり

ます。インドネシア語が話せる丹治先生。コロナが落ち

着いたら、私たちにインドネシアのお友達を紹介してく

ださい！！！ 
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 星槎学園大宮校 （生徒会役員 9名） 
 

生徒会活動報告(SAAB調べ学習) 

 地元に根づいたアフリカ・アジアを調べる SAAB調

べ学習では、地元埼玉にあるアジア雑貨店に取材に行

きました。初めての取材で緊張しましたが、取材を通し

て、アジアの文化を学ぶと同時に、本場アジアの商品

を日本の人に広めたいというお店の人の想いを、体感

することができました！！ 

 

 

 
行事報告（文化祭） 

 今年のテーマは「アジアの国々」でした。今年度は、新

型コロナウイルスの影響もあり、色々と制限が多い中

での実施となりましたが、中国風お化け屋敷、シンガポ

ールアクセサリー店など、アジアの文化を学んだ成果を

どのように表現するか、一生懸命取り組みました!! 

 左の写真は中国をテーマにしたすごろくゲームです。

遊びながら中国の文化や歴史を学ぶことができまし

た!! 

 

部活動活動報告（eスポーツ部） 

 後期に入って新設された部活動「eスポーツ部」 

本格的なゲーミング PCを使用しながら、「ロケットリ

ーグ」「リーグ・オブ・レジェンド」などのゲームをプレイ

しています。 

 大会にも出場し、残念ながら結果を残すことは出来ま

せんでしたが、大会での悔しさをバネに、お昼休みや放

課後など空いている時間を使い練習に励んでいます!! 

 

 

～私たちの名物先生紹介～ 

       元行 将人 先生 （担当教科：英語） 

〇趣味・特技 

・旅行 

・写真撮影(時速 200キロを超える車を撮影でき

る) 

・飛行機のデザインを見るだけで、どこの航空会社か

わかる 

〇すごいところ！ 

・「ニーハオ」しか言えないのに、一人で台湾旅行に行

く行動力 
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 星槎国際川口 （生徒会役員 1１名） 
 

生徒会活動報告 

10月 24日（土）に芝川の清掃活動を生徒会

メンバーで実施し、ゴミの種類やその数に驚かさ

れました。海の汚れも問題になっているが、身近

な川でも同じことが起こっているんだと気づか

されました。 

清掃活動の後、「定期的に川掃除を実施した

い」「自然を大切にしたい」という言葉が役員内

で出たので、また実施したいと思います。 

 

 行事報告 

10月 31日（土）に星槎川口祭（文化祭）を開

催しました。コロナウイルスの影響で、多くの制

限と対策の中でも、「宇宙」というテーマを決定

し、私たちの暮らしに宇宙がどう関わっているの

か知るきっかけになりました。また日頃の授業の

成果を文化祭当日に出し切ることができました。 

部活動活動報告 

3年生の小久保真旺君のフェンシング全日本

選手権大会優勝のご報告に、10月 30日(金)

に川口市長の奥ノ木市長の元へ表敬訪問に行き

ました。当日は市長に、温かく出迎えていただ

き、貴重な体験になりました。小久保は「日本の

タイトルを獲得することができたので、これから

は海外の試合で上位に入賞できるように練習に

取り組んでいきたいと思います。」とコメント。皆

さん、応援よろしくお願いします。 

 

 

～私たちの名物先生紹介～ 

松下 清喜 先生 （担当：体育） 

「全て俺のおかげ！」この言葉は子ども達が、

何かをやり遂げ、それが成功したとき、松下先生

が口にする言葉です。他にも名言は数多くあり

ますが、生徒会の中ではこれが一番人気でした。 

〇趣味など 

江戸川沿いをサイクリング、ソフトクリーム巡

り。名言の一つに「人生はソフトクリームのような

ものだ」があります。実は、福井県ブランド大使

で、埼玉県でも何か狙っているみたいです！ 
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 星槎国際八王子 （生徒会役員 10名） 
 

生徒会活動報告 

「え？こんなところにもゴミが！」。学校周辺でごみ

拾いをした「SEISA CLEAN UP ACTION」での発

見です。地域の方から「ありがとう」という言葉をかけ

ていただきながら、道路と心を道路もきれいにしまし

た。今回は、生徒会有志での活動でしたが、「今後もや

りたい！」「友達を誘う！」と意気込んでいます。マスク

のポイ捨てが大量にあり、改めてコロナの影響を実感

しました。  

 

行事報告 

１１月２９日、SEISA FESTA ２０２０がオンラインに

て開催されました。１ｃｈはエンターテインメント、２ｃｈ・

３ｃｈはゼミ発表・部活同好会、４ｃｈは八親の会、５ｃｈ

は繋がる、６ｃｈはゲーム実況の計６チャンネルを同時

配信。ゲストライブ（ＷＯＺＮＩＡＫ）や林先生が挑んだ５

時間マラソンは大盛り上がりでした。なんと音響や配

信のセッティングは、生徒主体で実施！プロに負けな

い実力を持つ精鋭部隊の活躍に注目です！ 

 

部活動活動報告 

 軟式野球部が都秋季大会準優勝、関東大会第３位！ 

大会中は投手・原嶋康生（３年）、捕手・伊藤叶太（３

年）のバッテリーがチームの柱。打線も３年生が抜け目

ない攻撃をしていました。そんな頼りがいのある先輩

の姿を見た後輩ものびのびとプレー。日に日に成長し

ていきました。「大会で一番楽しめたのは自分たちだ」

という声も聞こえ、本当にやって良かった！【坂口監

督】 

 

～私たちの名物先生紹介～ 

 浅川公一先生（フリースクール・ビジネスマナーゼミ） 

山梨県出身。公立中学校やニューヨークの日本人学

校の校長を経て、星槎の職員に加わった。高校・大学は

サッカー部に所属。若手のときは、東京代表の教員野

球チームで活躍した。得意分野はスポーツだけにとど

まらず、マナーや面接指導など多岐にわたる。入学・就

職試験前の３年生が、こぞって教えを請うのは伝統行

事だ。誰からも慕われる浅川先生はいつでもアクティ

ブ！八王子を支える「元気なおじいちゃん」に是非会い

に来てください！ 
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 星槎国際立川 （生徒会役員 10名） 
 

生徒会活動報告 

生徒会活動報告（ＳＡＡＢ・ブロック地区研修など）星

槎クリーンアップアクションでは 生徒会メンバーだけ

でなく、有志の生徒と一緒に 4日間清掃を行いまし

た。 

もともとあったビンゴカードの内容をアレンジして、

みんなで楽しみながら活動することができました。 

これで終了ではなく、継続して街をきれいにしてい

ければと思います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行事報告 

開催が危ぶまれていた文化祭ですが、予定通り開催

することができました。例年と違い飲食の出店、地域の

皆さんの参加がなく、少し寂しい雰囲気となってしまう

かなと思いましたが、当日になるとみんなが楽しんで

いる姿を見ることができ、とても嬉しかったです。特に

ステージでは、三密に気を付けつつバンドやコント、寸

劇などをし、文化祭を盛り上げてくれました。来年こそ

は、校舎間の交流ができるように祈っています！ 

 

部活動活動報告 

療術同好会は療術ゼミから独立してできた同好

会です。活動内容としては顧問の小澤先生にマッ

サージのやり方を教えてもらいそれを部員同士で

実践しています。今年できた同好会なのでまだ新

しく、人数が少ないです。ほかの校舎などと交流

して活動を盛り上げ、部員数を増やし、活動の幅

を広げていきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～私たちの名物先生紹介～ 

       釋迦野 毅先生 （保健体育科） 

釋迦野先生は、保健体育の先生です。先生の変

わっているなと思うところは、裏庭の畑で農家の

如く野菜を育てているところと、サッカー部で一

緒にプレーするとサッカー部の誰よりもやる気が

あるところです。選手である僕たちよりも動き、声

を出していてどっちが選手なのかたまにわからな

くなることがあります。言葉足らずで伝わらない

かもしれませんが、要するに釋迦野先生は面白い

先生です。 
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 星槎国際厚木 （生徒会役員 8名） 
 

生徒会活動報告 

私たちは、全国研修で得たテーマを元に、SDGs 

Goal１４「海の豊かさを守ろう」について調べ、３Rの

ひとつ“Reuse”に着目しました。近くにある川の清掃

をしたのですが、ゴミが多く、すべてを回収することが

できませんでした。そこで私たちはゴミを減らすため

に、身近にあるものを再利用することで貢献できるの

ではないかと考え、蜜蠟ラップを作り、紹介することに

しました。身近にある小さなことを達成し、その行動や

考えに賛同し、人々が集うことで大きな社会問題をも

乗り越えられるので、普段から何ができるか模索して

いきたいです。 

 

 
行事報告 

今年の文化祭はコロナウイルスの影響で、例年と同

じことができない中、密の状態を極力避けるよう細心

の注意を払いました。その上で今しか出来ない特別な

ことをやりたいと考えた私たちは、Zoomを使った実

況中継で生徒の展示やブースを紹介しました。今まで

は直接足を運ばないと何をやっているのか、何が魅力

的なのかわからなかったことが、今回は映像で簡単に

見ることができたので、よい試みだったと感じていま

す。 

部活動活動報告 

軽音部の活動について紹介します。今年はコロナウ

イルスの影響でしばらく活動することが出来ず、発表す

る機会にも恵まれず、ようやく手にした機会が文化祭

でした。事前に演奏している映像を録画し、映像をみん

なに見せる形になりました。生演奏ではできない映像

の編集やパフォーマンスをすることで普段と違った苦

労もありましたが、いつも以上の達成感がありました。

今までできていたことが出来なかったことで新しい挑

戦に向けて試行錯誤し、視野の広がりを感じました。 

 

～私たちの名物先生紹介～ 
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       伊藤 先生 （担当教科：体育） 

キャッチコピー ：歌って踊れる厚木のアイドル 

趣味        ：富士山を見に行くこと 

特技        ：ウインク(^_-)-☆  

ニックネーム ：仏の伊藤 

ひと言      ：僕より原先生のほうが名物です 



 星槎国際横浜鴨居 （生徒会役員 5名） 
 

生徒会活動報告 

 ＳＤＧｓゴール１１「住み続けられるまちづくりを」

を達成するために、今私たちにできることから取

り組んでいます。鶴見川の清掃活動を通して、ゴ

ミがまだまだ多くある地域の現状を知ることが

できました。私たちは、「楽しく」「笑顔」で地域貢

献することで、鴨居の仲間たち、そして地域のみ

なさんに笑顔の輪を広げていく活動を行ってい

ます！！  

 

行事報告 

 今年のテーマは「Discover Japan～近畿

編～」です。近畿地方の調べ学習から始まり、各

ゼミ発表や掲示、バンドなど、生徒みんなが半

年間の成果を発表しました。新型コロナウイルス

感染症の影響から、昨年と同じように行うこと

はできませんでしたが、生徒会のメンバーを中

心にアルコール消毒を行うなど、コロナウイルス

に負けないよう、生徒一丸となり、成功に向か

って取り組みました！ 

部活動活動報告 

私たち自転車部は 1年生 2名で活動していま

す。今大会では粘り強さを見せ、練習の成果を発

揮しました！ 

成績：神奈川県高等学校定時制通信制体育大会 

自転車競技秋季大会  学校対抗２位 

コメント： 走っているときの爽快感や、大会で日

ごろの練習の成果が出たときが楽しい

です‼  

～私たちの名物先生紹介～ 

       神林 理佐 先生 （社会） 

〇すごいところ！ 

飲食店の店長、フラワーショップで働きなが

ら講師として働いていること。 

〇なぜ先生になろうと思ったのか？ 

教員という生き物が元々嫌いでした。しか

し、星槎の考え方に共感し、ここで働いて自分

の経験を伝えたいと思ったからです。 
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 星槎学園横浜ポートサイド校 （生徒会役員 9名） 
 

生徒会活動報告 

横浜ポートサイド校は１７番目のパートナーシッ

プの目標達成に基づき、地域や学校と協力して、

開発途上国への支援を掲げ、古着 deワクチンを

実施しました。計３００着近くが集まりました。 

古着 deワクチンは不要な衣類や靴・服飾雑貨

を送ることで、お部屋が片付くだけでなく、世界

のこどもにワクチンを送れるサービスです。 

 

 

 行事報告（文化祭） 

今年は 11/20～11/22の３日間に分けて、

文化祭を実施しました。キャッチフレーズは「咲

け、笑顔」、その名の通り笑顔の絶えない３日間

になったと思います。人数制限や飲食の自粛、

準備期間も短く、例年にない形での開催となり、

生徒たちは色々と大変だったかと思います。し

かし、こういう状況だからこそ周りと連携を取

り、色々と試行錯誤する中で、答えを導き出して

いく姿は１人１人成長した瞬間だったと振り返り

ます。本当にお疲れ様！！ 

部活動活動報告 

 10/28(水)に多摩川緑地野球場（六郷土手）に

て、宮澤杯が開催されました。横浜ポートサイド

校は、北斗校との対戦となり、日々の練習の努力

が実り見事勝ち星を挙げることができました。学

年関係なく、お互い鼓舞し合いチームワークを発

揮する良い機会となりました！！ 

   

～私たちの名物先生紹介～ 

堀之内 友哉先生 （社会科・体育科） 

 愛称は‟ホーリー”。生徒を愛し、生徒から愛さ

れる横浜ポートサイド校きっての名物先生。日本

史の授業が始まれば教室は沸き、体育の授業が

始まれば生徒と一緒に汗を流す、‟とにかく明る

い堀之内先生”だ。(あれ！？どこかで聞いたこ

とが.．) 

最近は、バリカンを購入し自分でヘアアレンジを

するほど、へアアレンジが趣味・特技となってい

る。時に刈り過ぎてしまうこともあるが、へアアレ

ンジは YPS堀之内までお願いします。 
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 星槎学園北斗校 （生徒会役員 8名） 
 

生徒会活動報告 

SDGsのゴール 11「住み続けられる町

つくりを」の活動で江ノ島の砂浜の清掃を

行いました。一番多いと感じたごみは、プ

ラスチックごみでした。そして感じたことは

海には多くのゴミがあり、海の生き物が影

響を受けているんだと思いました。集めた

ごみはマイクロプラスチックアートとして活

用しました。  

 

行事報告 

今年は新型コロナウイルス感染防止のため、

自粛せざるを得ない行事もありましたが、体

育祭と北斗祭は新しい生活様式の中、今年も

行われました。規模は少し縮小されましたが、

どれも大成功でした。特に北斗祭は調理して

料理を提供する企画を自粛したにも関わらず

2年前の売り上げを上回りました。 

部活動活動報告 

後期からクラブ活動を再開しました。コロナ

禍でも楽しんでいる様子がどのクラブでも見

られ、笑顔が溢れていました。そして数あるク

ラブの中でも燃え上がっていたのはバスケク

ラブです。星槎０Ｐに向けてメンバーも決まっ

ていたのですが、感染防止を考慮し、出場辞退

となりました。ですが、バスケクラブは来年に

向けて一人一人目標を立てて日々前進してい

るようです。  

～私たちの名物先生紹介～ 

海野 修平 先生 （英語） 

特技：料理、野球 

最近の趣味：家系ラーメン巡り 

悩み：おでこが広がってきた… 

心がけていること：誰も寝ないで 50分が短く

感じる楽しい授業を心がけています！！ 

生徒からの印象：とてもフレンドリーでとても

接しやすい。授業が面白い。生徒と一緒になっ

てふざけてくれる面白い先生。軽音クラブの顧

問で歌がうまい。髪の毛がクルクルしている。

など… 
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 星槎高等学校 （生徒会役員 7名） 
 

生徒会活動報告 

生徒会活動報告 

９月２５日、星槎高等学校で「生徒総会」にて、新生徒

会本部役員の任命式が行われ、第 14期生徒会本部役

員が始動しました。 

 1１月１４日（土）、星槎高校をメイン会場として行われ

た SEISA Africa Asia Bridge2020（SAAB）が

行われ、OPセレモニーでは星槎高等学校の生徒会長

が、「future宣言」を宣言し、横浜市国際局の赤岡謙

国際局長にお渡しさせていただきました。 

 

 行事報告 

SAABのOPセレモニーでは大使館の方々からの

メッセージや、「特別講演（UNDP×JICA×SEISA）」

などが行われましたが、上記項目にも記載の通り、

「future宣言」が代表生徒によって宣言されました。 

「future宣言」とは、「SDGs」やその他の国際的な

目標に取り組む行動計画を生徒自らが考案し、宣言す

るものです。横浜市の HPにも宣言の様子が掲載され

ています。 

部活動活動報告 

９月２５日（金）、星槎グループの野球大会である「宮

澤杯」が実施されました。 

結果は惜しくも敗れてしまいましたが、練習で積み

重ねてきたことは、しっかりと発揮することができまし

た。とりわけ、3年生は宮澤杯が高校生における最後

の大会だったので、悔いの無いよう、楽しく全力でプレ

ーをしていました。 

 

～私たちの名物先生紹介～ 

       川澄 剛 先生 （理科・工業） 

〇ここが凄い！ 

・科学などの雑学が豊富 

・バドミントンを２０年以上やっており、インターハイの

出場経験あり。 

・「フリースクールの先生」、「塾講師」、「システムエンジ

ニア」、「本屋さん」など、様々な経験をもっている！ 

〇どうして先生になったの？ 

子供が大好きだから。また、小学生のころに出会った先生

が優しく、「こんな先生になりたい！」と心から思ったから。 
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 星槎国際湘南 （生徒会役員 5名） 
 

生徒会活動報告 

SAABではクラスでグループ活動を行い、アジアと

湘南地区の繋がりについて調べ学習を行いました。

SAAB当日は初のリモート参加で新鮮な気持ちにな

り、今年ならではの行事開催だったのでとても良い経

験になりました。ブロック地区研修では生徒会の仲間

で調べ学習をしたり、大学講師の方々から貴重なご意

見やお話を多くいただくことができ、とても勉強にな

りました。 

 

 

行事報告（体育祭） 

今年はコロナウイルス感染拡大により行事や大会が

中止になる中で、最高の思い出を作って欲しいという

願いから体育祭テーマを「青春謳歌」と掲げました。生

徒一同、お互いに競い合い素晴らしい体育祭となりま

した。今年の体育祭は体育祭実行委員会を中心に１か

ら作り上げました。準備に悩みに悩んだ時間が実を結

び、最高の１日になった事を誇りに思っています。また

来年、再来年とより良い体育祭になっていくことを期

待しています。 

 

部活動活動報告（空手専攻） 

空手専攻の 2年生スーさんとヤミンさんは、11月

に行われた検定で初段に上がることができました。 

また、12月上旬に行われた国語の検定では難しい問

題も多くありましたが、文法などの基礎問題は去年に

比べて解ける問題が増えたそうです。結果発表が待ち

遠しいと話してくれました。 

 

～私たちの名物先生紹介～ 

崔 純也先生 （担当教科 保健体育） 

1989年 2月 19日生まれ/B型/うお座/辰年 

【好きな言葉】 ベストを尽くす 

【好きなこと】 ベンチプレス 目標は 130キロ   

崔先生は女子バスケットボール専攻の監督です。デ

ィフェンスの分析が得意で、分かりやすい指導や、柔軟

な考え方、客観的な意見を教えてくれます。選手一人

ひとりを観察し、少しの変化も見逃さないところが崔

先生の凄いところです。 
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写真➁ 

※ 行事の様子わかる写真 

写真③ 

※大会報告がない場合は活動報告でも

可 



 星槎学園湘南校 （生徒会役員 6名） 
 

生徒会活動報告 

私たちはいま、SDGｓ14番 target1にもとづき、 

「海の豊かさを守ろう」について考え、行動していま

す。鵠沼や、二宮の海岸にゴミ拾いに行ったり、海関係

で働く人々にアンケートをとったりしていく中で、ゴミ

そのものを出さないことが大事だと知りました。湘南

校でのみかん狩りや野菜販売の際に、エコバックを使

用していただく事で、ゴミそのものを減らすことがで

きないかと提案しています。 

 

 行事報告（星槎オリンピッククリエイティブ部門） 

１２月４日（金）に行われた星槎オリンピッククリエイ

ティブ部門。湘南校からは、ダンスゼミが出場しまし

た。今年の４月からダンスを始めたメンバーが多い中、

この日に向けて精一杯練習を重ねてきました。 

舞台袖では緊張でガチガチでしたが、本番は楽しさ

が勝ったのか笑顔で元気いっぱいのパフォーマンスを

披露してくれました。湘南校の代表として、大きな舞台

で踊れたことは、何物にも代えがたい経験となったよ

うです。 

部活動活動報告（大会結果報告） 

【神奈川県高等学校定時制通信制秋季卓球大会出場】 

女子上級学年の部個人戦 3年髙梨未帆 4位入賞 

みかん校舎で楽しく・仲良く活動しています！ 

 

【神奈川県高等学校定時制通信制軟式野球大会出場】 

3年生は公式戦最後の試合でした。日々の練習の成果

を発揮することができ、悔いのない試合ができました。 

 

～私たちの名物先生紹介～ 

       高林 宏行先生 （メディア専攻） 

24年前、湘南校開校当時に湘南校で勤務していた

高林先生(通称ウガさん)。はじめは校舎が無く、二宮

の海で体験授業を行っていたとのこと。現在は、湘南

校のメディア専攻を受けもち、ラジオ番組の作り方や

プロモーションビデオの作成など、メディアの様々な内

容について教えてくれています。特技は、指でスイカを

割ることができること！(驚) 

そんなウガさんは、湘南マジックウェイブのパーソナ

リティでもあります！(月曜の朝、水曜の夜、木曜のお

昼に出演中☆) 
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 星槎国際小田原 （生徒会役員 7名） 
 

生徒会活動報告 

2020年全国生徒会の活動の一環として、江之浦

ダイビングサービスアクアランド、江之浦漁港周辺の海

岸の清掃活動を行いました。 

生徒会役員でゴミ問題について協議し、全校生徒が

楽しみながらゴミ拾いをする企画を考え、チーム戦で

ゴミの重さを競いました。皆暑い中活動をするのは本

当に大変でしたが、終わった後の海辺はとても美しく、

地域に貢献できたことが嬉しかったです。今後も地域

の清掃活動を続けていきたいと思います。 

 

 

 
行事報告 

 12月６日（日）に、地域交流イベント「GOOD DAY 

MARCHE」に参加させていただき、星槎国際小田原と

して学校の庭で育っている植物のドライフラワーや地

域の特産物「片浦レモン」を使用したクリスマスアロマキ

ャンドルを販売しました。 

 また、普段農業の勉強をさせていただいている農家

のお手伝いとして、イベント運営も体験しました。今後

もこのような地域イベントに出店して、地域との交流を

深めていきたいです。 

部活動活動報告 

星槎国際小田原のゲーム部では、普段「大乱闘スマ

ッシュブラザーズ」をメインに活動していて、「TRPG」

(テーブルトーク RPG)などもプレイしています。オー

プンキャンパスでは「スマブラ」・「マリオカート」・「遊び

大全」などで入学を検討している方と一緒に遊んだ

り、地域イベント「かたうらせいさ縁日」ではスマブラの

大会を開くなど、日々沢山の人とゲームで繋がってい

ます。 

 

～私たちの名物先生紹介～ 

       齋藤 正 先生 （国語） 

国語教員でありながら、整体師や書道師範など、多

くの肩書きを持つすごい先生です。また、隅田ブリュワ

ーズカップという珈琲のドリッピングコンテストで６位

に入賞された実績もあるそうです。 

そんな沢山の経験や知識を生かして、いつも私たち

が知らないことを教えてくださいます。 
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 星槎国際静岡 （生徒会役員 5名） 
 

生徒会活動報告 

「清掃活動実施」 

全国生徒会で実施した、Clean up action

で沢山のゴミがあった現状をうけて、星槎国際

静岡では生徒会活動として引き続き清掃活動を

行うこととなりました。月に一度在校生対象に有

志を募り、学校から徒歩 10分圏内の場所を重

点的に清掃しました。たばこの吸い殻などの沢

山のゴミがありました。  

 

行事報告 

「第三回まぶち祭り」 

10月 24日に星槎国際静岡の文化祭“まぶ

ち祭り”を行いました。約８０名が来校されまし

た。今年はコロナ禍での開催となった為、完全予

約制の３部制にしました。また、消毒や換気、受

付時の検温を徹底しました。今回初めて挑戦し

たステージ企画は大好評で来校者、在校生に楽

しんでもらうことができた一日でした。 

生徒会活動報告 

「オンラインで SAABに参加」 

１１月１４日に行われた SAABにオンラインで

参加をしました。星槎高校の工夫もありオンライ

ンでも楽しく参加することができました。去年は

静岡の全校生徒で参加し、非常に充実した時間

を過ごすことができたため、来年はコロナが落

ち着いていたら、現地へ行って、他の校舎と交流

を深めたりしたいです。 

 
 

～私たちの名物先生紹介～ 

田中 英里 先生（ものづくりゼミ・製菓ゼミ） 

担当ゼミの「ものづくりゼミ」では、趣味である

DIYの知識を活かし、生徒と一緒に学校の本棚

や、キッチン台などを制作してくれています。 

元パティシエという経歴もあるため「製菓ゼ

ミ」では生徒と一緒に本格的なお菓子作りを学

んでいます。色々な知識があり、事務の仕事も一

生懸命にこなす、田中先生はいわゆる“スーパー

事務員”です！  
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 星槎国際浜松 （生徒会役員 6名） 
 

生徒会活動報告 

～ハロウィンパーティー～ 

 浜松生徒会は今年コロナであまり行事ができず、生

徒間での交流があまりできなかったということで自分

たちで企画したハロウィンパーティーを行いました。 

 

コロナ感染対策ということで ZOOMを活用し、み

んなが楽しんでもらえるように努めました！ 

 

 
 

 

行事報告 

～秋の大運動会～ 

各学年ごちゃまぜで行う運動会！ 

４つの組に分かれて、高校生が行う本気

の運動会を目指して頑張りました。 

今年も熱い戦いが繰り広げられました！ 

 

優勝は緑組！ 

来年はどこが優勝するんだろう？ 

 

 

部活動活動報告 

～定時制通信制サッカー秋季大会～ 

前年度に引き続き星槎国際浜松 サッカー部は定体

連のサッカー大会に出場！ 

 

初心者が多い中で挑んだ今大会は初戦敗退でし

た！来季先輩たちのリベンジができるように頑張りま

す！ 
 

 

～私たちの名物先生紹介～ 

U先生【本名非公開】 （ダンスゼミ） 

 

アーティストとして活動しているダンスゼミの先

生！1980年代からダンスを始め、2000年からは

DJとして活動。海外で暮らしながらプロのアーティス

トとして活動している。 

優しくて、ダンスがうまくて、ノリのいい楽しい先生

です！ 
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 星槎国際名古屋 （生徒会役員 6名） 
 

生徒会活動報告（SAAB） 

SAABではアフリカンプリントという布を使って全

国の仲間と一緒に蝶ネクタイを作りました。最初は手

順がシンプルだったので作業も簡単だと思っていまし

たが、様々な縫い方をしたり、縫い目を隠すために布

を裏返すなど、知らない作業が多く、予想以上に苦戦

しました。 

難しい作業もありましたが、「全国の仲間と同じ活動

をやり遂げた」という達成感があり、とても充実した時

間になりました。 

 
 

 

行事報告（星槎祭） 

今回、私達の星槎祭は新型コロナウィルス感染症対

策をとりながらの実施となりました。例年の様にはい

かず、オンライン配信になった企画もありましたが、一

人一人が輝くことができた星槎祭となりました！ 

また、オンライン配信により、様々な人に向けて学習

の成果や取り組みを発信することができました。 

たくさんの方にご参加いただき、感謝の気持ちでい

っぱいです。 

活動報告（クリーンアップアクション） 

11月 17日に、久屋大通発展会が主催する「クリー

ンアップアクション」に参加しました。 

広場の茂みなどを探して、タバコの吸い殻や空き缶

など、さまざまなごみを拾いました。この活動は、毎月

開かれています。今後も周辺の地域の一員として貢献

できるよう参加していきます。 

     

～私たちの名物先生紹介～ 

    橋本 知代先生 （担当：ゴガク・ゼミ授業） 

今回紹介するのは、ゴガクなどを担当している橋本

先生です。橋本先生は、歌・ピアノ・イタリア語などが完

璧です。 

また、ファッションセンスが良く、星槎国際名古屋の

ファッションアイコンになっています。生徒一人一人に

寄り添い、悩みを解決しようとしてくれます。完璧な橋

本先生は名古屋の生徒の憧れです。 
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名古屋名物おもてなし武将隊と一緒に！ 

 



 星槎国際富山 （生徒会役員 1７名） 
 

生徒会活動報告 

 10月 14日（土）に SAABが開催されました。今

年度富山キャンパスでは「富山とベナンの繋がり」を

調査し発表しました。当日は会場に行くことはでき

なかったですが、富山キャンパスでの発表がオンラ

インで多くの人の学びに繋がったり、アフリカの音

楽や他校舎の発表から富山以外での多くの人との

繋がりを感じたりと、SAABを通して多くの「繋が

り」を実感しました。 

 

 

 

行事報告 

 10月 31日に第 18回星槎祭が行われま

した。「星花繚乱」というテーマを掲げ、1人１

人の個性が輝く文化祭を目指しました。今年

は昨年度とは異なり感染防止の観点から、キ

ャンパスと駅前の 2か所で行いました。コロ

ナウイルスの影響で例年通りにできないこと

が多いなか、それぞれのクラスが工夫を凝ら

した模擬店を開き、楽しくにぎやかな文化祭

を作り上げることができました。 

 

部活動活動報告 

TOYAMA2020高等学校スポーツ交流会が開

催され、男子バスケットボール 2位、個人男子卓球

2位、個人女子卓球 3位の成績を収めました。 

今年度は全国大会はありませんが、来年度に向け

ての大きな弾みとなりました。大会の結果だけでな

く、自身が日々変化できるように努めていこうと思

います。 

 

～私たちの名物先生紹介～ 

       安部 浩史先生 （保健体育） 

安部先生は生徒会活動、授業、部活動と様々な活

動に関わっています。 

安部先生は年齢が若く、生徒と近い存在なので話

しやすく、明るく、対等に接してくださいます。生徒

からも「安部先生」だけでなく、「安部ちゃん」や「ひ

ろちゃん」と様々なあだ名で呼ばれ、富山キャンパス

の人気者です。どこかで見た際には気軽に声をかけ

てください。 
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 星槎国際福井 （生徒会役員 7名） 
 

生徒会活動報告 

【ＳＡＡＢ】 

生徒会を代表して 2名、参加しました。星槎国際立川

の生徒会役員の方の発表を聞き、インドネシアのごみ拾

いについて日本との文化の違いに衝撃を受けました。 

【ブロック地区研修（第 3ブロック）】 

今までに 2回地区研修を行い、今年のテーマ『発信

力』のもと何をしたいのか、何が出来るのか、何をすべ

きかについて話し合いを重ねてきました。その結果、

「環境×産業」について各々調べ学習やフィールドワー

クをしていくことに決めました。 

 

 行事報告 

【文化祭】ステージ発表、ステージ企画、作品展示等を

中心とした文化祭でした。 

【体育祭】個人競技(ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾗﾝｽ、紙コップ倒し、「の」の

字探し)、団体競技(ﾄﾞｯﾁﾞﾎﾞｰﾙ、ﾘﾊﾞｰｽ鬼ごっこ)を行い

ました。 

いずれも感染対策が重要な課題としてあがりました

が、実行委員を中心に可能な限りできることを考えて

形にでき、とても貴重な経験となりました。 

部活動活動報告 

 11月 28日（土）福井県高等学校定時制通信制新人

大会が開催されました。星槎国際福井の代表として、

卓球競技に 2名の生徒が出場。3年生の山本航くんに

とっては最後の試合であり、全力を出し切り試合後に

「楽しかった」と笑顔で話す姿は輝いていました。2年

生の松田朱里さんは見事 3位に入賞し、賞状を持って

帰ることができました。 

 

～私たちの名物先生紹介～ 

    北 侑希子先生 （クッキング、スイーツゼミ担当） 

あ授業では、わかりやすく、「できた!」という達成感を

多く味わってもらうことを心掛けています。また、食材

についての豆知識や保存方法など、1つでも日常に役

立つ知恵をお伝えできればと思っています。 

星槎の生徒として教わっていた立場から教える立場

となり、難しさはもちろんありますが、やり甲斐もとて

も感じています。生徒との関わりを通して、日々新しい

発見の連続です。 
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大画面を通して、

全国の活動を見

守ります。 



 星槎国際大阪 （生徒会役員 6名） 
 

生徒会活動報告 

SAABでは６つのテーマに分かれ、それぞれ自分の

興味のある分野に分かれて視聴しました。「アフリカン

プリントを使って蝶ネクタイを作ろう」というワークシ

ョップでは、アフリカンプリントの歴史を学んだり、蝶

ネクタイを製作したりしました。全国の星槎の仲間と一

緒に作ることは、オンライン中継ならではの楽しさで

とても新鮮でした。今回の学びを忘れず、世界との繋

がりを大切にしていきたいと思います。 

 
 

 行事報告 

10月 17日（土）に星槎国際大阪 文化祭「ぼちぼち

祭」を開催しました。今年度のテーマは、「星の集結」に

決まり、校舎内に星や月を飾ったり、スペースシャトル

のような装飾をしました。ステージ企画担当生徒は、全

学年が楽しめる企画を必死に考えました。当日はオンラ

インでのステージ企画でしたが、eスポーツ大会や軽音

部の発表、人狼ゲーム、ビンゴ大会など、面白い企画が

沢山あり、大盛り上がり！！最高の一日となりました！ 

部活動活動報告 

星槎国際大阪には、「Eスポーツ」のゼミと部活があ

り、日々切磋琢磨して技術を磨いています。そんな e

スポーツゼミ（部）に本格的なゲーミングパソコンがや

ってきました。とても高いスペックのパソコンになりま

す。現在は「ロケットリーグ」という、車でサッカーゲー

ムができる珍しいゲームに取り組んでいます。仲間と

協力して、大会に出場できるように頑張りたいです。  

～私たちの名物先生紹介～ 

庄司 朱里 （しょうじ しゅり） 先生 

事務担当。いきものがかり（係）。 

趣味：漫画を読むこと。（鬼滅の刃が大好き） 

まめ（星槎国際大阪のハムスター）のお世話をするこ

と。 

特技：まめの遊び道具を作ること。椅子の上で体育座

り。アニメの話をすること。 

すごいところ：事務の先生ですが、昼ご飯を一緒に食

べてくれるなど私たちと関わってくれる先生です。い

つでも優しく接してくれるので私たちにとって安心で

きる存在です！！ 
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写真➀ 

※生徒会活動中の写真 

写真③ 

※大会報告がない場合は活動報告でも

可 

写真④ 

※名物先生の写真 



 星槎国際広島 （生徒会役員 10名） 
 

生徒会活動報告 

１１月１４日に開催された SAABのプレゼンテーシ

ョン大会『sTED』に、生徒会から３年生３名、２年生１

名の計４名が参加しました。私たちは「貧困をなくそ

う」というテーマのもと、現在世界中の貧困に陥って

いる人の数や割合、日本国内の貧困率など、様々なも

のを取り上げ、発表しました。予選の動画審査を突破

し、出場した本選では審査員特別賞を受賞しました。 

 

 

 
行事報告 

 １１月 5日に文化祭が開催され、様々な部活動とゼミ

が、素晴らしい発表を披露しました。 

 その中で、生徒会はビンゴ大会を行いました。タンブ

ラーやモバイルバッテリーといった豪華な景品を用意

して、和気あいあいとした雰囲気の中、企画を行うこと

ができました。客席全体の笑顔が満開になり、「企画し

てよかった。」と感動しました。 

 

部活動活動報告 

 今回はクイズ同好会を紹介します。この同好会は、皆

で既存のクイズに取り組んだり、部長自作の問題に解

答したりなど日々楽しく活動しています。 

早速ですが問題を出します！ 

『手のひらにできます。何と読むでしょう？「肉刺」』 

 

答え  まめ  

 

 

 

～私たちの名物先生紹介～ 

三戸 佑太先生 （担当教科 情報） 

 星槎国際広島からは、本生徒会の担当もしている三

戸佑太先生を紹介します。 

 三戸先生の好きなものは猫と野球です。野球では広

島東洋カープを応援されているそうです。 

 三戸先生は、面白い授業を展開して生徒を楽しませ

たり、プログラミングの才能があったりなど、とてもプ

ロフェッショナルな先生です。今年の文化祭では、演劇

部のステージで高校生役を演じました。教員ですが、学

生服がとても似合う一面もあります。 

 

- 30 -  



 星槎国際高松 （生徒会役員 3名） 
 

生徒会活動報告 

今年度は、9月からペットボトルキャップ集めを実

施しました。初回から 1000個以上のキャップを回収

することに成功し、その後も目標の５００個を達成して

います。 

ほかにも、地域清掃運動の「高松マイロード」を行

い、星槎クリーンアップアクションでは生徒会を中心に

有志が集まり、積極的にごみ拾いができました。全校

生でふれあいながら、楽しく活動することができまし

た。 

２年 野田 明日香 
 

 

行事報告 

11月 25日に、徳島県の大塚国際美術館、兵庫県

淡路市のイングランドの丘へ遠足に行きました。大塚

国際美術館では古代から現代までの美術作品を見る

ことができとても勉強になりました。昼からイングラン

ドの丘に行きアトラクションや飲食など学年問わず、交

流しながら楽しむことができました。 

 12月 20日には、文化祭がありますので、全員で協

力して、より良い文化祭にしていきたいと思います。 

３年 橋本 竜弥 

 

部活動活動報告 

 12月 13日（日）に香川県新人剣道大会（個人）が行

われます。星槎国際高松からは、1年生の岩部龍馬が

出場します。高校生でのデビュー戦になりますので、 

ベスト４以上に入賞できるように 1戦 1戦集中して臨

みたいと思います。 

 

～私たちの名物先生紹介～ 

安田 彩花先生 

面白いこと、遊ぶことが大好きな先生。生徒や他の

先生から人気があり、安田先生の周りにはいつも笑顔

があふれています。その反面、努力は人一倍する性格

で、剣道では高校生時代に全国大会優勝という実績も

あります。 

そんな、星槎国際高松のムードメーカーである安田

先生は、初めて会う方でも、すぐ仲良くなれるので、会

う機会がありましたら、是非お話してみてください。  
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 星槎国際丸亀 （生徒会役員 3名） 
 

生徒会活動報告 

 

SCAの活動を全校生徒で行いました。以前か

ら「香川さわやかロード」という清掃活動を行って

おり、今後も継続して丸亀市内の美化に努め、

「SDGｓ」について考えていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

行事報告 

 

星槎国際丸亀では初めて外部会場での文化

祭を行いました。バイオリンの演奏やクラス企画

のステージショー、在校生・卒業生によるダンス

など盛り上がりました。 

生徒の個性が光る文化祭となりました。 

 

 

 

部活動活動報告 

部活動ではありませんが、希望者を募って校舎

近くにあるフットサル場でフットサル体験を行い

ました。 

今後は定期的に活動を行っていきたいと考え

ています。 

 

 

 

～私たちの名物先生紹介～ 

  岩本 達也先生 （担当教科：情報、パソコン） 

 

プロフィール：57歳 星槎国際丸亀の最古参 

身長 178cm 体重 75ｋｇ 

特技：バスケットボール 

特徴：とにかく声が大きく、情熱的で生徒をしっ

かり引っ張っていく先生です。 

文化祭の時だけ髪の毛が伸びる（増える？）こと

があります。 

 

 

 

                 ↓平常時 

 

 

 

 

↑文化祭時 
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 星槎国際福岡東 （生徒会役員 6名） 
 

生徒会活動報告 

 以前から行っているペットボトルキャップ、アルミ缶

の回収に加え、挨拶運動を開始しました。福工大前駅

で週 3日朝８時３０分まで、学校で８時５０分から９時

まで、挨拶運動とペットボトルキャップ、アルミ缶の回

収を呼びかけました。ビラを作成し、１０日間で 800

枚以上を配ることができました。病院を始め、地域の

方々からペットボトルキャップを持ってきてもらいまし

た。今後は活動を継続し、集めたものを寄付します。  

 
行事報告 

本校では１０月１９日（月）に文化祭を行いました。今

年はコロナ対策も含め、初の試みであるステージ発表

のみとなりました。 

テーマは「星河一天」です。テーマには「空いっぱいに

数えきれないほどの星が河のように輝いて見える様

子」という意味があります。その星が「生徒一人ひとり」

だと考え、それが綺麗な河になって夢や希望へと進ん

で行くという思いを込めて開催しました。 

 

部活動活動報告 

卓球秋季県大会・・・個人戦（ 0-3 2回戦敗退 ） 

軟式野球秋季県大会・・・準優勝 

卓球県大会に出場し、初戦から強敵でしたが、尻込

みすることなく戦う事ができました。3年生では夏の

大会から結果を残したいです。（2年 東 瑞紀） 

軟式野球県大会に出場し、チーム力で決勝へ進むこ

とが出来ました。（3年 宮本 歩夢） 

 

 

～私たちの名物先生紹介～ 

       空閑 裕明 先生 （数学・情報） 

生年月日：１９８９年３月４日  特技：ダンス・料理   

・初めは、堅い先生だと思っていましたが、ユーモアの

ある先生だと知りました。            （１年生） 

・私たち生徒のために日々尽力してくださっています。 

（３年生） 

・文化祭を盛り上げるために先生達もステージで何か

したいという案を快く引き受けてくれるなど、生徒の

ためにひと肌もふた肌も脱いでくれる熱血先生です。 

（先生） 
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 星槎国際福岡中央 （生徒会役員 11名） 
 

生徒会活動報告 

9月 19日に校内で SDGｓの研修を実施しま

した。講義には JICA海外青年協力隊としてガ

ーナに行かれていた西宮先生が来てくださいま

した。その研修で、私たちはアフリカの暮らしの

文化を学びました。そのうえで、資源の大切さを

知り、自分たちに何ができるのかを話し合いまし

た。研修後にアンケートを作成し、全校生徒で

SDGsについて考えることができました！ 

 

 

 

行事報告 

10月 24日に文化祭が行われました！ 

コロナ対策として学校内で 1日だけの開催とな

りましたがみんなで協力してステージ発表，飲食

禁止の出店をやりきることができました！ 

ステージ発表で行われた変装大賞では，1年生

コンビが準グランプリを獲得しました！ 

 

部活動活動報告 

バスケ部 秋の通信・定時制バスケ大会 出場 

テニス部 定時制通信制県大会 総合 2位 

バトミントン部 高体連定時制通信制秋季大会 

個人戦 シングルス優勝 

野球部 定時制通信制秋季体育大会軟式野球 

大会準優勝 

 

～私たちの名物先生紹介～ 

マルコ先生 （マジックゼミ） 

今年から新しく始まったマジックゼミの講師を

なさっています。普段はホテルやショッピングモ

ール結婚式場などでマジックショーをしているそ

うです。 

普段テレビなどで観る印象ですが、マジックを

目の前で見たり、実際にマジックの技を覚えたり

できるので生徒に人気のゼミです！  
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 星槎国際北九州 （生徒会役員 6名） 
 

生徒会活動報告 

主に文化祭の準備・運営、ペットボトルキャ

ップ集めや生徒会だよりの発行を行いまし

た！生徒会が発足してまだ一年目ですが、一

人一人が協力し合い、活動に取り組むことが

できています！また、北九州の文化の魅力を

テーマに調査し、全国一斉授業の地区予選を

突破し、決勝に進むことができました！ 

今後も生徒会としての成長を目指し、課題

をクリアしていきます！！ 

 

 
行事報告（文化祭） 

これまでの文化祭は、星槎国際福岡東と合同で

開催してきましたが、今年の文化祭は初めての自校

舎開催となり、文化祭の名前が全校生徒の投票に

より『星陽祭』に決まりました！ 

記念すべき第 1回星陽祭は、コロナウイルスの影

響により外部のお客様を招くことができませんでし

たが、生徒全員が一丸となり協力し、無事成功に終

わりました！！ 

 

ゼミ活動報告 

北九州キャンパスにはゼミが 20種類あ

り、自分が参加したいゼミを前期と後期で選

択することができます！ちなみに、今年から

新しくダンスゼミができました！Natsumi

先生を始め７名で活動し、星槎オリンピックや

文化祭に向けて頑張っています！ 

 

 

～私たちの名物先生紹介～ 

  前田 兆子先生 （クッキング＆ライフゼミ） 

前田先生はクッキング＆ライフゼミ、フリー

スクール担当の先生です。料理がとても上手

く、美味しい料理や食べ物などについて教え

てくれます。現在はなかなか調理ができませ

んが、コロナ禍となる前はゼミで余った食材

を使用し、みんなで１００円食堂を開いていま

した！！ 
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 星槎国際沖縄 （生徒会役員 6名） 
 

生徒会活動報告 

 星槎国際沖縄では地域清掃ボランティアへ参加

したことをきっかけに、毎週金曜日の定例会議の

あと、校舎周辺を中心に清掃活動を取り組んでい

ます。ゴミ拾いを通して、地域貢献に関わること

ができ、さらに社会問題や国際問題などへ発展し

て考えることで、いま私たちができることを始め

ています。 

 

 
行事報告（文化祭） 

 今年のテーマは『己を眞じろ！幸せ求めてで

^__^じハッピー』のもと、各ゼミでの成果物発表

や掲示、舞台では生徒が感じる「自分の幸せ」を

トークテーマに発信することができました。生徒

会役員を中心に新しいことをゼロから創り上げ

ていき、生徒一丸となって文化祭を成功させる

ことができました。 

 

部活動活動報告 

大会：令和 2年度 沖縄県高校定時制・通信制秋

季体育大会 女子卓球シングル 

成績：優勝 

コメント：公式戦は 2年ぶりでしたが、落ち着いて試

合に入ることができました。チャンスを確実

に取りにいくことで勝利に繋がりました。 

 

 

 

～私たちの名物先生紹介～ 

外間 信太郎 先生（美術） 

〇すごいところ！ 

 高校時代、スプレーを用いて絵を描き始めると

同時に疑問も生まれ「モノマネばかりじゃなく自

分のスタイルを創作しよう」と探すために美術系

の大学に進学、様々な技法を学び自らの作品に

活用して行く。アメリカで発祥したグラフィティア

ートに和テイストをミックスし、スプレー缶だけの

表現に捉われず、初心を大切にし創作活動中。 

 星槎国際沖縄では、美術の講師や美術部の顧問

を 15年間担当しているスーパー講師である。 
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 星槎国際那覇 （生徒会役員 6名） 
 

生徒会活動報告 

今年のテーマ「発信」を受けて、那覇キャンパス生徒

会では、「通信制という選択肢を～１５の私（君）へ～」

と題して、進路に悩んだ中学生時代を振り返ったり、

星槎に来て良かった事だったりを、当時の自分に伝え

るように語り、今進路を検討している中学生や高校生

へ向けて発信する企画に取り組みました。地区研修で

は実際に学園祭で企画を実施し、オンラインで発信し

た際の様子を報告しました。 

 

 

 

行事報告 

那覇キャンパス学園祭は今年３回目を迎えました。

今年はコロナ禍を受けて規模を縮小、模擬店も実施で

きませんでしたが、生徒全員でアイディアを出し、録画

やスライドを活用した学習の発表や、対策をしっかりと

した上で eスポーツ体験をしたり、美容を学ぶ卒業生

に協力をもらいメイク講座を開催するなど、那覇キャン

パスらしい学園祭になりました。もちろん zoomで学

園祭オンライン発信にも取り組みました！ 

 

部活動活動報告 

今年度ついに結成された軽音部！プロのミュージシ

ャンとして活動されている「巻く音（まこと）先生」を講

師にお迎えして、毎週音楽ゼミの後に２時間みっちりと

練習を重ねています。写真は学園祭に向けた練習の一

コマ。ヒゲダンの「Pretender」を演奏しています。放

課後のキャンパスに、音楽の音色が響き渡ります。素敵

ですね～！ 

 

～私たちの名物先生紹介～ 

キャン ヒロユキ先生 （数学・表現） 

吉本総合芸能学院の５期生として入学し、放送作家

を学んだキャン先生。沖縄のテレビ番組「ひーぷー☆ホ

ップ」の製作に携わりながら、星槎大学では講師とし

て、那覇キャンパス・星槎国際沖縄では先生としての顔

をもつ多芸多才な人！生徒からの人気も高く、表現の

授業ではお笑い番組や映画の映像を用いて、番組の構

成のこと、表現の仕方など、具体的な表現で丁寧に教

えてくれるキャン先生は、まさに那覇キャンパスの顔と

いえる先生です！ 
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