
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
平成 30年度 第 4 号 

発行日:平成 31 年 2 月 25 日（月） 

発行代表者：生徒指導部長 塩谷貴男 

生徒会顧問：山口 凌平（福岡中央）  

星槎国際高等学校 
 

全国生徒会報 

『終わりは始まり。』 

                             教頭  古川 潔 

星槎国際高等学校のすばらしい資源の一つ、それは「全国に生徒がいるこ

と」ではないでしょうか。北海道から沖縄まで全国に生徒がいて、しかも互い

に関わりあえる場面がたくさんある学校なんて、滅多にあるものではありま

せん。 

今年度も SAAB、星槎オリンピック、全国一斉授業などのプログラムや部

活動の応援など、全国が関わりあう機会が多数ありました。また、地震や豪雨

などの災害に見舞われた中で、お互いを気遣い、助け合う場面もありました。 

楽しいときも苦しい時も「誰かのために」「笑顔のために」とにかくできるこ

とといえば「まずは行動すること」だったのではないでしょうか。 

例えば「参加したい」「役に立ちたい」「笑顔が見たい」といった自分の中の思いを、まずは言葉にして発するこ

と。発した言葉に「いっしょにやろう」と答えが返ってきて、「なんだ、こんなに簡単なことだったのか」と気付

くこと。そしてまた行動してみること。行動したら、「ありがとう」「一緒にできて楽しかった」と言葉が交わさ

れ、「またやりたい」「次はもっとこうしたい」と思うようになること。 

行動していく中で次々に発生する問題を、ひとつひとつ仲間と共に考え、解決しながら前に進む力をつけるこ

とが、「学び」です。それぞれのイベントに受身で臨むのではなく、自ら一歩を踏み出していけば、さらに学びの

効果は高まるはずです。自らイベントを作り出せれば、さらにさらに学びの効果は高まります。 

さて、３月は卒業の時期です。卒業しても、高校生であることが終わるだけで、星槎生であることが終わるわけ

ではありません。むしろ卒業してからが星槎生としての真価が問われる実践の場といえるでしょう。身の回りに

笑顔の連鎖が拡がるように、４月から何ができるか考え、また新たな一歩を踏み出しましょう。 

全国生徒会会報 第 4 号 内容 

1）古川教頭からのお言葉 

2）全国の校舎の後期活動の様子 

3）全国の校舎の各種大会報告 

4）全国の校舎の紹介したい行事や企画 

5）全国の仲間に向けてのメッセージ 



 

校舎名 コメント 

 

本部校 毎年開催している福島県の小学生を対象と

した宿泊行事です。その中で生徒会主催で

雪遊びを企画しました。内容は雪中宝探し、

ゴムチューブリレーを行いとても好評でし

た。   （１年 水上 優誠 ） 

活動名 

北の大地に会いに行こう

2018 年～雪遊び～ 

 

校舎名 コメント 

 

札幌学習センター 前期と後期の入れ替わりに、中学校と合同

で、生徒会セレモニーを行いました。先輩方

が盛り上げてきた生徒会を受け継ぎつつ、

私たちの色へと進化させていきます！ 

（2 年 山下 真歩 ） 

 

活動名 

生徒会セレモニー 

 

校舎名 コメント 

 

札幌北学習センター 毎回、オープンスクールの際に生徒会のメ

ンバーを中心に授業の補助や誘導、保護者

との茶話会などに参加し、入学前の生徒の

皆さんとの交流をおこなっています。入学

の前に在校生と交流ができる機会があるこ

とで、安心して学校生活をスタートしても

らう目的があります。 

（1 年 我妻 美宗 ） 

活動名 

オープンスクール 

補助スタッフ 

 

校舎名 コメント 

 

帯広学習センター 平成最後の年末にみんなで鍋パーティーを

開催しました。準備から調理、食べるところ

までをみんなで協力して実施しました。鍋

は、全部で 8 種類ありました。 

（2 年 山川 颯隼 ） 

活動名 

鍋パーティー2018 

 

校舎名 コメント 

 

郡山学習センター 昨年から、ゼミや学校生活について披露す

るゼミフェスというイベントを行っていま

す。郡山の生徒が好きなアニメやマンガ、ゲ

ームについて、1 年生の新生徒会役員を中

心にブースを作って披露しました。 

（1 年 石井 悠稀 ） 

活動名 

ゼミフェス 2019 

☆全国の校舎の活動報告☆ 



校舎名 コメント 
 

仙台学習センター 生徒会活動の一環で、「みやぎ県民大学」で

SAAB に関するプレゼン発表を行いまし

た。その後、自分たちにできる活動は何かを

考え、アフリカのテキスタイルを使用した

熊のぬいぐるみを作り、啓発活動をするこ

とにしました。SDGｓと関連付けたぬいぐ

るみを次の SAAB までにたくさん作り、

「SAAB🐻bear 部屋」をつくることが目標

です。各校舎のみなさん、一緒に SAABを

華やかに彩り盛り上げていきませんか？詳

しくは、仙台学習センターまで！ 

（2 年 稲田 茜 ） 

活動名 

SAAB🐻bear 

 

校舎名 コメント 

 

立川学習センター 電力プロジェクトでは、立川市の電力事情

をメインテーマに据えて、市や国が行って

いる電力対策について調べていきました。

テスト期間が被ってしまったり、予定して

いた取材に行けなかったりとハプニングが

続きましたが、生徒会メンバーの活動が形

になるよう日々取り組んでいきます。 

（2 年 八重樫 理玖 ） 

活動名 

星槎電力プロジェクト

（SAAB からの取り組み） 

 

校舎名 コメント 

 

八王子学習センター 議題にそって話合い※毎週金曜日実施 

2 月 8 日（金）の会議は 24 日に開催され

る「平成 30 年度成果発表会」で、生徒会の

1 年間の報告を行い為の準備を行いまし

た。どのように発表するのか、ステージには

誰が経つのかなど役割決めなどを行いまし

た。毎週様々な議題で話は尽きない生徒会

の風景です。 

（2 年 武田 ゆうな ） 

活動名 

生徒会会議 

 

校舎名 コメント 

 

厚木学習センター １月に３１年度の生徒会役員選挙を行いま

した。１年生、２年生が中心の生徒会です。

厚木学習センターを盛り上げ、去年よりも

パワーアップできるよう頑張っていきま

す。 

（２年 福島 佑弥 ） 

活動名 

厚木 GC生徒会選挙  

 



校舎名 コメント 
 

浜松学習センター 生徒会初企画だったのでどうなるかわかり

ませんでしたが準備から当日まで生徒会が

団結して見事にイベントを成功させること

ができました。 

 

（1 年 松本 大輝） 

活動名 

クリスマス会 

 

校舎名 コメント 

 

名古屋学習センター 星槎名古屋中学校の生徒や中学生など、な

んと 100名以上が集まりました。中学校か

らは軽音部やダンス部が、そして高校から

は音楽スキルアップゼミや合唱同好会、演

劇同好会の発表がありました。 

 

（３年 松橋 玄 ） 

活動名 

生徒会主催クリスマス会 

 

校舎名 コメント 

 

大阪学習センター この１年間で、研究を重ねてきました星槎

電力についての副読本を作成しました。難

しい内容でしたが、研修等を通して、個々に

調べ学習を行い、まとめあげることが出来

ました。この経験を次に活かせたらと思い

ます。 

 

（２年 柏井  遥 ） 

活動名 

SAAB（星槎電力） 

 

校舎名 コメント 

 

富山学習センター 12 月 25 日に星槎学童保育富山のクリス

マス会が行われました。高校生もボランテ

ィアとして参加しました。音楽ゼミと生徒

会メンバーが合同でハンドベル演奏を披露

したり、子ども達とクイズやゲームをして

楽しみました。僕は初めて参加しましたが、

子ども達が楽しそうにしているのを見て嬉

しく、とても良い思い出になりました。 

 

（2 年 城宝 康宏 ） 

活動名 

学童保育クリスマス会 

 

 



校舎名 コメント 
 

 

 

 

 

講師による特別講義（福井県の原子力） 

 

 

 

 

 

ゲームを通して核分裂の仕組みを学びました！ 

福井学習センター 1 月 28 日（月）生徒会役員と環境科学ゼミ

で、福井県敦賀市にある施設「あっとほうむ」

へ行き原子力発電について学んできました。

電力や原子力についての基本的な講義の後、

ゲームを通してその仕組みを詳細に知ること

が出来ました。原子力というと福島県の事故

のイメージが大きかったのですが、メリット

もあり単純に良い悪いの物差しではかること

が出来ないと感じました。今後私達の生活に

欠かせない電力を、安全に持続して捻出でき

る社会になることを願っています。 

（3 年 加納 美和） 

活動名 

原子力の科学館 

あっとほうむ 見学  

 

校舎名 コメント 

 

高松学習センター 入学を希望している方々へ星槎ではどんな

選択授業があるのか紹介するために、星槎

フェスを行いました。僕は今回のフェスを

通して、後輩に優しく教え、皆に人として尊

敬される先輩になりたいと思いました。    

（１年 内田 琉星） 

活動名 

星槎フェス  

 

校舎名 コメント 

 

広島学習センター 2 月のはじめにバレンタイン企画を女子限

定で行いました。みんなで一緒にチョコカ

ップケーキを作り、ラッピングをしました。

調理やラッピングに苦戦することもありま

したが、最後には上手にできてよかったで

す。 

（2 年 石岡 莉沙） 

活動名 

『女子限定！ 

バレンタイン!!』 

 

校舎名 コメント 

 

福岡東学習センター 生徒会では、定期的に地域の清掃を行って

います。また、今年度からは学校の近くの公

園管理を行ってきました。はじめは、生徒会

としてゴミ拾いや公園の落ち葉を拾ってい

ましたが、続けていく内に普段の生活でも

身の回りへの意識をを向けられるようにな

ってきました。今後も清掃活動を続けてい

ってほしいと思います。 

（３年 岩上 優多） 

活動名 

地域清掃 



校舎名 コメント 

 

福岡中央学習センター 外部講師にお願いをして 3 年生対象に面接

マナー講座を実施していただきました。そ

の日は全員正装で登校し、面接の仕方や心

構えなどを教わり、実際に練習をしました。

おかげで面接本番もあまり緊張せず、無事

に合格することができました。 

（3 年 紫藤 真央） 

活動名 

進路ガイダンス 

（面接マナー） 

 

校舎名 コメント 

 

沖縄学習センター 沖縄学習センターでは、毎週月曜日朝 7 時

30 分より近隣小学校の交通安全指導ボラ

ンティア活動を行っています。登校する児

童と「おはようございます」「行ってらっし

ゃい」などの挨拶を交わすことで笑顔をも

らい、笑顔をあげることができます。このよ

うに楽しみながら「ちょっとしたボランテ

ィア活動」を行って、地域と関わっていま

す。 

（2 年 比嘉 彩海） 

活動名 

近隣小学校登校安全指導

ボランティア活動 

 

校舎名 コメント 

 

丸亀学習センター 神戸で行われました全日本女子サッカー選

手権決勝戦を、高松学習センターと合同バ

スに乗って応援に行ってきました。全国の

星槎の仲間達と心を一つにして応援し、選

手の皆さんの気持ちも重なって、見事優勝

することができてとても嬉しく、また誇ら

しい気持ちになりました。今後のご活躍も

期待しています。 

（２年 森 美々） 

活動名 

第 27 回全日本高校女子

サッカー選手権大会応援 

 

校舎名 コメント 

 

小倉キャンパス キャンパスを代表し、福岡中央・東の皆さ

んと一緒に現地で応援しました。間近で見

る試合は迫力があり、とても刺激を受けま

した。優勝を勝ち取った場面に立ち会うこ

とができ、とても嬉しかったです。同じ星

槎の生徒として、とても誇りに思います。 

（1 年 武田 洸士郎） 

活動名 

全日本高校女子サッカー

選手権大会応援 

 



校舎名 コメント 

 

那覇キャンパス 12 月 22・23 日、学園祭を実施しました。

キャンパスでは展示販売、ゲームとワーク

ショップ、ラジオ局のスタジオでダンスや

漫才、プレゼンテーションなどステージ発

表を行いました。みんなで力を合わせて、

小さいながらも内容の深い充実した学園祭

を成功させることができました。 

（２年 下田 美優） 

活動名 

第一回 那覇キャンパス 

学園祭 

 

校舎名 コメント 

 

川口キャンパス 10 月の学校祭は学校祭の実行委員と一緒

に取り組んだ。 

11月の SAABは全国生徒会メンバーとと

もに盛り上げた。 

1～2 月の現在は今まで活動総まとめとし

て副読本の作成。 

（１年 浦田 沙良） 

活動名 

後期活動内容 

 

校舎名 コメント 

 

北斗校 4 人全員が初参加したｓTEDでは、それぞ

れが緊張した面持ちで予選からファイナル

まで役割を果たしていきました。その努力

が実になり「優勝」という大きな結果に結

びつくことができました。 

・2 月 1日にブータンから留学生の方々が

来校されました。ダイナミック琉球の演舞

で歓迎し、書道を体験されました。最後ま

で笑顔の絶えない素敵な交流でした。 

（中等部３年 今井 直輝） 

活動名 

SAABｓTED・ブータン

交流 

 

校舎名 コメント 

 

横浜ポートサイド校 学年を越えた交流を目的としてバレンタイ

ンの日にゲームやお菓子の家作りをしまし

た！みんな笑顔で楽しんでいたことが印象

的でした。お菓子の家はそれぞれのチーム

で独創的？な家が出来上がっていました！ 

（3 年 宮川 遊伊） 

活動名 

バレンタインイベント 

 

 



校舎名 コメント 

 

大宮校 全国生徒会で取り組んでいる星槎電力プロ

ジェクトの副読本作成に向け、生徒会の枠を

超えて校舎の仲間と協力して調べ学習を行

いました！仲間が協力してくれることの喜

びが身に沁みました。 

（2 年 田村 晃央） 

活動名 

星槎電力プロジェクト in

大宮校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

校舎名 コメント 

 

札幌学習センター 

来年の定体連を戦ううえで大切な一戦。日頃の練習

の成果を発揮することができました。特に女子団体

は圧勝。この勢いで来年は全国大会出場を狙いま

す。 

（２年 池田 正樹） 

大会名 

バドミントン 

新人戦札幌支部大会 

結果 

男子団体：３位 

女子団体：優勝 

 

校舎名 コメント 

 

帯広学習センター 

初めて大会に出場してみて、eスポーツの可能性を

肌で感じました。 

 

（3 年 鈴木 涼太） 

大会名 

全国高校 e スポーツ選手権 

結果 

無し 

 

校舎名 コメント 

 

立川学習センター 

1 試合目、2 試合目とも試合が始まる前にチームで

話し合ったのですが、最終的に 1 勝もできなかっ

たことが悔しかったです。ここから次回の大会に向

けて練習して課題を解消していきたいと思います。 

 

（２年 遠藤 悠翔） 

大会名 

平成 30 年度東京都高等

学校定時制通信制バレー

ボール冬季大会 

結果 

無し 

 

校舎名 コメント 

 

八王子学習センター 
食材「香川県のまんば＆焼うどん」 

チームの仲間と協力し、「見て楽しく、食べて美 

味しい料理」を作ることができました。校舎で 

何度も練習した成果を出し切り、優勝すること 

ができ、とても嬉しく思います。 

（１年 長坂 優輝） 

大会名 

星槎オリンピック 

料理部門 

結果 

優勝（8 連覇） 

  

 

☆全国の校舎の各種大会報告☆ 



校舎名 コメント 

 

湘南学習センター 

バレーボール専攻 

目標としていた全国大会にはあと一歩届きません

でしたが今までやってきた事を出し切れたので後

悔はありません。 

 

(3 年 市倉みなみ) 

大会名 

第 24 回神奈川県高等学校 

バレーボール選手権大会 

結果 

ベスト 4 

校舎名 コメント 

 

湘南学習センター 

男子サッカー専攻 

新チームとして初めての大会参加となりましたが、

一戦一戦全力で取り組んだ結果が結果として表れ

ました。チームとしてよいスタートが切れました 

 

(3 年 沢田峻一朗) 

大会名 

第 19 回全国ユース招待 

サッカー大会 横山杯 

結果 

１ｓｔサテライト 

Ｄｉｖｉｓｉｏｎ 

 第 3位 

校舎名 コメント 

 

湘南学習センター 

アーチェリー専攻 

試合の時は、点数を出したい気持ちや、コーチが見

ていると言うプレッシャーで自分の思うようなフ

ォームで射てなかった。今回の試合で多くの課題が

見つかったので、沢山練習をして次こそは 1 番に

なりたい。 

 

(1 年 ニダップドルジ) 

大会名 

平成 30 年度第 26 回神奈

川県高等学校新人インドア

大会アーチェリー競技会 

結果 

17 位 

（1 回目：243点） 

（2 回目：251点） 

校舎名 コメント 

 

湘南学習センター 

陸上競技専攻 

優勝できてよかったです。区間賞をとれなかったの

は残念でした。反省が多いレースとなりました。 

 

(1 年 瀬戸大二朗) 

大会名 

第 65 回大磯一周駅伝大会 

結果 

優勝  

タイム（1:11:17） 



校舎名 コメント 

 

湘南学習センター 

バスケットボール専攻 創部 2 年目で神奈川県ベスト 32 になりました。

チーム一丸となって、地区大会から戦って、全員で

勝ち取った結果だと思います。5月の県総体に向け

て一戦必勝で頑張りたいと思います。個人ではゴー

ル下とアウトサイドのシュートにこだわっていき

たいと思います。応援よろしくお願いします。 

（2 年 生井龍大） 

大会名 

神奈川県新人戦 

結果 

神奈川県ベスト 32 

校舎名 コメント 

 

湘南学習センター 

硬式野球専攻 
選手・家族・スタッフの親善と交流を目的に今年、

初めてとなるソフトボール大会を父母会が主催し

てくれました。夏の引退以降、宮澤スタジアムにみ

んなで揃って野球をするのは初めてだったので、と

ても懐かしく、嬉しく思いました。また、共に汗を

流した後輩たちと再びユニフォームを着ることが

できて、本当に楽しかったです。 

（3 年 小澤祐真） 

大会名 

第一回ソフトボール大会 

～冬の甲子園～ 

結果 

無し 

 

校舎名 コメント 

 

浜松学習センター 

インターハイでは、レベルの高い選手たちと戦うこ

とができて、すごくいい経験になりました。次の大

会に活かします！ 

（１年 藤崎ひなの） 

大会名 

第６８回全国高等学校フィギ

ュアスケート競技選手権大会 

結果 

女子個人 30位/101名 

 

 

校舎名 コメント 

 

広島学習センター 
大会に出場して、他の高校は強く、自分たちの練習

は足りないと感じました。次回の大会では、たくさ

ん練習を積み、2 回勝つことを目標に頑張りたいと

思います。 

（１年 松本 智広） 

大会名 

第 7 回全国高等学校ゲー

トボール選手権大会 

結果 

10 位 

校舎名 コメント 

 

川口キャンパス 

最初リードしていながら、逆転を許して負けてし

まい、優勝を狙っていただけにもっと何か出来た

んじゃないかと思い、とても悔しかった 

（１年 竹井 耀一） 

大会名 

第７１回 全日本フェンシ

ング選手権大会 

結果 

フェンシング女子フルーレ

個人準優勝 



校舎名 コメント 

 

福岡中央学習センター 原稿作成に当たり、多くの先生方に助言をいただ

きました。ブロック予選を 1 位で追加したことに

よって本選でのプレッシャーもありましたが、自

分のこれまでの体験や、星槎で過ごしてきて得た

気づきなどを自分なりに表現することができ、最

優秀賞をいただくことができ、とても嬉しく思い

ました。本当にありがとうございます。 

（3 年 津上 菜々子） 

大会名 

星槎オリンピック 

スピーチ部門 

結果 

最優秀賞 

 

校舎名 コメント 

 

大宮校 

個人ベスト 7 で僕にとっては悔しい結果でした。

ですが、ベスト 7 まで行けたのはみんなの応援が

あったからだと思います。次の大会では優勝を目

指せるように頑張りたいと思います。 

（1 年 山田 涼太） 

大会名 

平成 30年度埼玉県定時

制通信制高等学校卓球新

人大会 

結果 

ベスト 7 

 

 

校舎名 コメント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福井学習センター 

『好きなことをやる勇気』というテー

マで発表し、福井県大会では金賞を頂

いたことで更なる自信に繋がりまし

た。全国大会に大きく名前を残せなか

ったことは残念ですが、両大会とも自

分の心に素直な発表が出来たと思いま

す。全国では、新しい世界を見る機会

を頂き感謝しています。 

（記入者：3 年 大川 晴菜） 

大会名 

平成 30 年度福井県高等学校定時制 

通信制連合文化祭 

結果 

・作品部門 「被服・手芸」最優秀金 

3 年 宮﨑 未季 

・生活体験発表会  優秀賞 

3 年大川 晴菜 

（第 66 回全国高等学校定時制通信制 

生徒生活体験発表大会にも出場決定） 

・ワープロ競技部門 

(団体)  第 3 位 

3 年山田 慎悟・鶴野 鈴音・ 

2 年竹村 隼 

(個人)  第 3 位 

3 年山田 慎悟 

・作品部門「美術・工芸・写真」 

金賞 3 年田賀 詩織 

時間内で精一杯文字数を 

打ち込んでいます。 

最優秀金賞を受賞した 

宮﨑未季さんの作品      

（アクセサリー） 

 



 

 

 

 

校舎名 コメント 

 

本部校 朝、生徒玄関で登校してきた生徒に挨拶を行い

ます。新年のあいさつとともに、冬休みや日頃の

出来事など、ちょっとした会話がそこに生まれ

ます。 

（2 年 山田 遥大） 

行事・企画名 

新春挨拶運動 

 

校舎名 コメント 

 

札幌北学習センター 星槎電力プロジェクトをきっかけに、私たちは

北海道再生可能エネルギーについて調査を始め

ました。インターネットや書籍だけでは分から

ないことが多かったため、札幌市街に一番近い

北海道電力の水力発電所の見学に行きました。

想像していたよりも、ずっと迫力がありました。

その場で質問ができることもフィールドワーク

の良さだと体感する事ができました。 

（1 年 飯島 璃乃） 

行事・企画名 

星槎電力プロジェクト 

フィールドワーク 

 

校舎名 コメント 

 

立川学習センター 生徒全員にスポットライトを当てる表彰式 

今年は色々な賞状がもらえ、さらに自分がオブ

ザイヤーノミネート者に選ばれるとは思ってな

かったので嬉しかったです。ただ、オブザイヤー

賞は取れなかったので来年は人一倍星槎の活動

に貢献し、オブザイヤー賞を獲得したいです。 

（2 年 小沼 和真） 

行事・企画名 

立川オブザイヤー 

（通称：TOY） 

行事・企画名 コメント  

生徒会交流企画！ 

クリスマス会 

生徒会が企画して生徒による生徒のための生徒

の交流会。私が生徒会に入ってから初めての生

徒会主催の企画でした。企画の概要、目的を考え

ることや当日の進行を生徒会全員で行い、企画

をつくりあげました。参加した人全員の思い出

に残っていたら嬉しいです。 

（2 年 遠藤 悠翔） 
 

 

 

 

☆全国の校舎の紹介したい行事や企画☆ 



校舎名 コメント 

 

八王子学習センター ブータン王国のロイヤルティンプーカレッジよ

り今年も留学生が八王子学習センターにやって

きました。今年で第８回目！10 日間という短い

時間の中で、一緒に買い物にいったり、食事をし

たり、文化交流を行ったり、一生に一度の思い出

を作ることができ、星槎の世界との繋がりを感

じることができました。 

※写真：着物がブータン留学生 

（専攻科１年 指宿 理乃） 

行事・企画名 

ブータン留学生来日 

＆交流 

 

校舎名 コメント 

 

横浜鴨居学習センター 誰もが何かの世界一に、きっとなれる。横浜鴨居

では、生徒全員が世界一を目指しています。今年

は 2018 年 9 月 27 日に「第２回 SEIKAMO 

FES」を実施しました。生徒全員でトイレット

ペーパー高速巻き記録に挑戦して、多くの笑顔

が生れました。 

（２年 浦田 修吾） 

行事・企画名 

第２回 SEIKAMO FES 

 

校舎名 コメント 

 

厚木学習センター 平成最後のクリスマスをみんなで楽しむ。 

12 月 17日（月）に厚木学習センターで一足早

いクリスマス会を実施しました。企画は生徒会

です。生徒会出し物、料理を振る舞い楽しみまし

た。 

（２年 福島 佑弥） 

行事・企画名 

厚木クリスマス会！  

 

校舎名 コメント  

浜松学習センター ７時間耐久ママチャリレース 

星槎としてはじめて参加しました。富士スピー

ドウエイという普段走る事はできない場所を走

りました。坂を登る時が辛かったですが、登りき

った後の達成感がすごく、とても充実していま

した。ゴールしてからみんなで食べるおでんが

至福の時でした。 

（2 年 太田 康貴） 

行事・企画名 

第１２回ママチャリ日本

GP チーム対抗７時間耐

久ママチャリ世界選手権 

 

 

 



校舎名 コメント 

 

大阪学習センター １月９日に、毎年の恒例行事となっている百人

一首大会が行われました。数人のグループに分

かれて予選を行い、各グループ１位の生徒７名

で決勝戦を行いました。１枚でも多くの札を取

るべく、熱い戦いが行われ、盛り上がりを見せま

した。 

（２年 西尾  勇佑） 

行事・企画名 

百人一首大会 

 

校舎名 コメント 

 

富山学習センター 富山学習センターではゼミ授業や生徒会でボラ

ンティア活動を行っています。毎週ゼミで地域

のゴミ拾いをしたり、生徒会では夏に海岸の清

掃や 24 時間テレビの募金活動をしました。ま

た年末には生徒と職員で教室の大掃除とワック

スがけをしました。すごく寒い時期で大変でし

たが、きれいになり新年を気持ち良く迎えるこ

とができてよかったです。 

（3 年 村山 和優） 

行事・企画名 

ボランティア活動 

 

校舎名 コメント 

 

福井学習センター 今私達は、福井学習センターが全体で楽しみ、そし

て 3 年生に『思い出』と『感謝』をプレゼントで

きるような楽しい企画を考えています。少しでも

3 年生を含め、全校生徒が笑顔になれるように今

後努力していきます。 

（2 年 前田 侑香） 

行事・企画名 

3 年生を送る会 

 

校舎名 コメント 

 

高松学習センター 文化祭の生徒会企画である生徒 vs先生の「歌う

ま選手権」で生徒チームが勝利したため、先生方

が生徒を楽しませるために「ラウンドワン・スポ

ッチャ大会」を企画して下さいました。この企画

は、3 月 7日に行われるため、僕ら生徒は全力

で楽しみたいと思います。 

（１年 橋本 竜弥 ） 

行事・企画名 

ラウンドワン・ 

スポッチャ大会 

 

 

 

 

 

記念品を創る

1 年生たち 

←この語スト

ラップになり

ます 



校舎名 コメント 

 

広島学習センター 新生徒会になって初の行事でしたが、自分自身

の仕事だけでなく、みんなで助け合うことがで

きました。当日も朝早くから準備し、本番では会

長を中心に盛り上がることができました。しか

し、まだまだ反省点もあるので、それらを生かし

今後も取り組んでいけたらと思います。 

（２年 菅 卓人） 

行事・企画名 

『1 日遅れの 

クリスマス会』 

 

校舎名 コメント 

 

福岡東学習センター 皆が飲むペットボトルのキャップを集めてキャ

ップアートを作る企画で、始めたきっかけは、ペ

ットボトルの消費量の多さを見たときに有効活

用できないかと思って生徒会で話あってすぐに

できそうで、校舎の雰囲気向上にもつながり新

入生や保護者の方にすぐに馴染んでもらえるよ

うに、三月の完成目標です。 

（２年 脇坂 有吾） 

行事・企画名 

ペットボトル 

キャップ集め 

 

校舎名 コメント 

 

福岡中央学習センター 2019 年度の生徒会長選挙を行いました。今回

は 2 名の生徒会長立候補者ということで、それ

ぞれ演説を行い、在校生の皆さんに投票をして

いただきました。実際の選挙にも関心を抱ける

いい機会となりました。未来の星槎を切り開い

ていくためには生徒全員の力が必要であること

を再認識した日となりました。 

（2 年 福島 勝志） 

行事・企画名 

2019 年度 

生徒会長選挙 

 

校舎名 コメント 

 

沖縄学習センター 星体祭では、「灰になるまで high になろう」を

テーマに、最初のプログラムから最後のプログラ

ムまで真剣な内容となりました。特に、クラス対

抗で行われた綱引きでは、クラスの団結力に加え

てお互いを励まし合う場面が見られ、テーマ以上

ものが得られました。また、表彰式では総合優勝

の他に、各学年から「活躍した又は盛り上げた」

などを元に MVP が表彰されるなど最初から最後

まで楽しい行事となりました。 

（2 年 當山 怜哉） 

行事・企画名 

星体祭 

（星槎体育祭） 



校舎名 コメント 

 

丸亀学習センター 昨年に引き続き今年も３年の國重美柚さんと、

初出場の３年田中龍君が丸亀学習センターから

出場しました。そして國重さんは、２年連続銀賞

を受賞しました。私も今年度の星槎オリンピッ

クに、よさこい踊りで出場を考えていたのです

が、練習不足ということもあり、叶いませんでし

た。来年度は練習を重ね出場したいと思ってい

ます。 

（２年 森 美々） 

行事・企画名 

星槎オリンピック 

クリエイティブ部門 

 

校舎名 コメント 

 

 

小倉キャンパス 12/10、昨年に引き続き福岡東学習センターと

合同で星槎オリンピックを行いました。普段は

関わることができない生徒や先生とスポーツを

通して関わり、充実した時間でした。クラス対抗

で参加した長縄とびでは、見事優勝することが

でき、良い思い出になりました！ 

（3 年 山縣 隆裕） 

行事・企画名 

福岡東学習センター 

合同星槎オリンピック 

 

校舎名 コメント 

 

 

那覇キャンパス 2 月 9 日、PBL 発表会を行いました。那覇キャ

ンパスでは、PBL というプロジェクト学習の時

間があります。一人ひとりが設定したテーマに

ついて調べ、インタビュー調査や実践を繰り返

しながら、学びを深めてきました。その成果を、

他の生徒や保護者の方々を招いて発表しまし

た。 

        （２年 倉田 貴哉） 

行事・企画名 

PBL発表会 

 

校舎名 コメント 

 

 

川口キャンパス 川口キャンパスでは、授業の中でフェンシング

を取り入れています。アスリートコース生が指

導者役となり、一般生に競技の楽しさや面白さ

を伝えています。ルールを守り相手を尊重する

心が鍛えられます。 

 

（１年 竹井 耀一 ） 

行事・企画名 

フェンシング体験 

 

 



校舎名 コメント 

 

 

北斗校 1 月 29 日本校では日頃の授業やクラブ活動の

成果を発表する「表現発表会」を行いました。発

表する演目はそれぞれ違いますが、北斗校の生

徒が 1つになっていることを感じられる行事で

す。大舞台で発表するという普段経験すること

のない機会が全生徒に与えられるこの行事は一

人ひとりを成長させてくれます。 

（中等部３年 今井 直輝） 

行事・企画名 

表現発表会 

 

校舎名 コメント 

 

横浜ポートサイド校 近年、e-sportsが注目を浴びています。そこで、

横浜ポートサイド校でも、第一回大会を開催い

たしました！希望制でしたが、かなり多くの生

徒が参加をし、ものすごい盛り上がりを見せて

くれました！ 

（3 年 宮川 遊伊） 

行事・企画名 

e-sports 大会 

 

校舎名 コメント 

 

大宮校 大宮校では、卒業する 3年生に向けたはなむけ

に寄せ書きを行いました。星槎の先輩として憧

れたり、尊敬している先輩方に最後に感動を伝

えたく、サプライズで用意しました！ 

（2 年 清水 隆良） 

行事・企画名 

3 年生を送る会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

校舎名 メッセージ 

本部校 

本部校生徒会では 1 月に、会長が発案したあいさつ運動を実行し、寒さに負け

ない明るいあいさつで登校してくる生徒とコミュニケーションをとりました。

そのほかに広報活動として、生徒会だよりの発行も行いました。これからも寒い

日が続きますが、活発に生徒会活動を進めていきます！！全国の皆さんも体調

に気を付けて日々の生活を送ってください！ 

（1 年 山田 みすず） 

 

校舎名 メッセージ 

札幌北学習センター 

全国生徒会の研修等では、みなさんとの関わりが貴重な経験となりました。セン

ターの生徒会メンバーにも体験したことをできるだけ伝えるようにしていま

す。ネットワーク研修などでみなさんの様子をうかがうことができるのをいつ

も楽しみにしています。今後もつながりを大切に、情報を共有しながら切磋琢磨

していきましょう。 

（2 年 我妻 駿） 

 

校舎名 メッセージ 

帯広学習センター 

全国の仲間で協力して、これからも星槎の一体感を大切に盛り上がっていきま

しょう！ 

（2 年 山川 颯隼） 

 

校舎名 メッセージ 

仙台学習センター 

全国生徒会の副会長、仙台学習センターでの生徒会長として人をまとめること

はとても難しく、責任を持って行動や決断をしなければならない時もあり大変

でしたが、ひとつのことに向かって仲間と協力し、創り上げることが出来た時は

本当に楽しく、有意義な時間を過ごすことができました。 

活動するときは、生徒会だけではなく、他の生徒も巻き込んで取り組んでみてく

ださい。困難も仲間と一緒なら乗り越えられると思います。そして僕たちには自

校舎だけでなく全国に仲間がいます。僕たち 3 年生も卒業してもずっと仲間で

す。これからも生徒会のみなさんの活躍を応援しています！！ 

（3 年 阿部 直哉 ） 

 

 

 

 

 

 

☆全国の仲間に向けてのメッセージ☆ 



校舎名 メッセージ 

郡山学習センター 

第 18 期生徒会役員選挙が行われ、2年生 2 名、1 年生 4 名の新役員が誕生し

ました。先輩達に負けないよう、学校の中心として頑張りたいです。宜しくお願

いします。 

第 18 期 生徒会  会長 2 年 久保木 直人 

        副会長 2 年 村上 明日香 

        副会長 1 年 石井 悠稀 

        書記  1 年 味原 将貴 

        庶務  1 年 長谷川 倖大 

 庶務  1 年 石井 彗叶    

（2 年 久保木 直人） 

 

校舎名 メッセージ 

立川学習センター 

こんにちは。星槎国際立川の後期生徒会長の八重樫です。初めての生徒会活動が

いきなり会長ということもあり不安な思いもありましたが、同じ校舎の生徒会

のメンバーと共に全国生徒会と交流していきたいとおもっています。これから 3

年生も卒業し、大きな行事も増えていきますが、全国生徒会で協力し、活動を成

功させていきたいと思います。よろしくお願いします。 

（2 年 八重樫 理玖） 

 

校舎名 メッセージ 

八王子学習センター 

皆さん、こんにちは！ 

今年度の生徒会のテーマ「選択する力」は各校で達成できたでしょうか。私たち

は、もっとできたのではないか…と反省していますが、この反省を次に活かして

いきたいと思っています。3 年生は卒業まであと少し一緒に頑張りましょう！

そして１、２年生は先輩の想いを引き継ぎ、さらに素敵な学校づくりと仲間づく

りを全校生徒で実行していってほしいと思います。 

（３年 内藤 理生） 

 

校舎名 メッセージ 

厚木学習センター 

今年一年間、厚木学習センターの生徒会会長としていろいろな生徒会活動に参

加させてもらいました。特に全国生徒会研修や SAAB では、全国の星槎の仲間

との関わりの中で貴重な経験がたくさんありました。そのおかげで踏み出せた

一歩もあります。自分は 3 月で卒業ですが、新しい厚木生徒会もどうぞよろし

くお願いします。 

（3 年 小池 貫太） 

 

 

 

 



校舎名 メッセージ 

浜松学習センター 

皆さんは星槎の事が好きですか？ 

私は大好きを超えて、愛しています！ 

なので私は、星槎を知らない人達にもっと星槎を知ってもらえるような活動を

したいと思っています。 

ぜひ全国でつながって星槎を盛り上げていきましょう！ 

（1 年 跡見 帆乃香） 

 

校舎名 メッセージ 

大阪学習センター 

今年度の生徒会活動で最も印象に残っていることは、全国生徒会研修、全国

SAAB 研修などでの交流です。星槎電力について、意見交換や調べ学習を通し

て、全国の星槎の仲間との繋がりが出来たことは一生の宝となりました。星槎だ

からこそ出来る様々な活動は、自分自身とても良い経験になりました。今年度の

生徒会活動を振り返ってみて、大変な事もたくさんありましたが、関わって下さ

った星槎の全ての方に感謝の気持ちでいっぱいです。他の学習センターとの交

流を通して、参考にしたいものもたくさん見つかりました。今後についても、全

国との繋がりを大切にしながら、活動していけたらと思います。今後とも大阪学

習センターを宜しくお願いします。 

（２年 生徒会長 藤嶋 大貴） 

 

校舎名 メッセージ 

富山学習センター 

自分と同じ 3 年生は卒業まで残りわずかになり、未来への期待と不安が入り交

じっていることと思います。まだ進路が決まっていない人もいると思いますが、

自分にとって悔いの無い選択をして欲しいと思います。後輩の皆さんもこれか

らに向けて今できることを精一杯取り組んでほしいです。星槎で過ごせる時間

を有意義に使って、思い出をいっぱい作ってください。 

（3 年 腰本 丈晃） 

 

校舎名 メッセージ 

福井学習センター 
☆一緒に楽しく学校生活を送りましょう☆ 

（2 年 加藤 真里奈） 

 

校舎名 メッセージ 

高松学習センター 

みんなで協力して、星槎を盛り上げていければ良いなと思っています。全国生徒

会研修や SAAB などで皆さんとお会いできる日を楽しみにしています。 

（１年 橋本 竜弥） 

 

それぞれ、離れた場所にいますが星槎の一員として共に助け合い頑張っていき

ましょう！！ 

                     （1 年 内田 琉星） 



校舎名 メッセージ 

広島学習センター 

みなさん、はじめまして！深野大地です。僕は今、広島学習センターで生徒会長

をしています。でも、星槎に入学する前は人と話すことが苦手で、「生徒会長」

なんて想像もしていませんでした。生徒会長になって 2 ヶ月、まだまだみんな

を困らせてしまうこともありますが、自分なりに頑張っていこうと思っていま

す！みなさんも自身をもっていろんなことに挑戦してみてください。 

（2 年 深野 大地） 

 

校舎名 メッセージ 

福岡東学習センター 

僕は、三年生なのでもう少ししかこの学校にいないですけど、まだできる限りの

ことはするつもりです。残り少ない期間ですが、一緒にこの星槎をより良い学校

にできるように皆で頑張りましょう。 

（３年 岩上 優多） 

 

校舎名 メッセージ 

福岡中央学習センター 

この 1 年間生徒会長として活動してきましたが、自分の力がどれだけこの学校

に貢献できたかあまり実感が湧きません。なぜならば、私の周りにはいつも仲間

がいて何事も共に行ってくれて、支えてくれたからです。星槎の一員として陰な

がらサポートさせていただいていたという想いが強く残っており、とても貴重

な時間を過ごすことができました。更に星槎には全国に大きな輪が広がってい

ます。この宝物をもっと磨いていき、素敵な星の槎を創っていってほしいです。 

（3 年 田中 英理） 

 

校舎名 メッセージ 

沖縄学習センター 

星槎では、自分たちのやりたい事を形にすることができます。全国生徒会でも今

年度から始まった星槎電力プロジェクトなど新しい学びがあり、このような全

国の企画や学びを参考に、沖縄でも新しいコトにチャレンジしていきます。みな

さんも、これから全国の星槎を盛り上げていきましょう！！ 

（2 年 比嘉 彩海） 

 

校舎名 メッセージ 

丸亀学習センター 

全国のみなさんこんにちは、丸亀学習センター生徒会役員の渡邊亮太です。自分

は今年度生徒会役員に後期から参加しました。そんな中で、全国生徒会研修や

SAAB にも参加する事ができ、とても貴重な経験をさせて頂きました。来年度

は自分が３年生ということもあり、生徒会活動に悔いの無いよう、また生徒会役

員の後輩達に仕事や活動を引き継げるよう全力で行っていきたいと思います。

全国の生徒会のみなさん、来年度も星槎を一緒に盛り上げていきましょう！ 

（２年 渡邊亮太） 

 

 



校舎名 メッセージ 

小倉キャンパス 

今年は全国一斉授業予選参加、女子サッカー応援など、これまで以上に福岡だけ

でなく全国でのつながりを感じることができた 1 年でした。全国には自分達が

知らない色々な人がいて、様々な活動をしているということがわかり、刺激を受

けました。来年も今年以上に積極的に活動し、小倉キャンパスのことをもっと知

ってもらえるように頑張りたいと思います。 

（2 年 川口 壮馬） 

 

校舎名 メッセージ 

那覇キャンパス 

那覇キャンパスでは、毎週月曜日にラジオ放送を行っています。全国生徒会の中

には、放送を聞いてメッセージをくれたり、電話でゲスト出演してくれたり、協

力してくれる仲間がいます。いつもありがとうございます！ぜひたくさんの方

に聴いてほしいです。            （２年 倉田 貴哉） 

 

校舎名 メッセージ 

川口キャンパス 

川口キャンパスは今年から生徒会が動き出し、さまざまな課題に取り組んでき

ました。 

もちろん、苦労した部分もありましたが、一人一人の意見を聞き、問題を解決し

てきました。これからも川口キャンパスは頑張ります。 

（１年 秋元 憧子） 

 

校舎名 メッセージ 

北斗校 

全国生徒会が創り上げた星槎電力の第一章、全国生徒会研修で作ることのでき

たキズナ、その他全てがこのメンバーだったからこそ作る事のできた物だと思

います。現 3 年生は卒業後引退となりますが、2 年生・1 年生がこの先多くの

ものを作り上げてくれることを期待します。 

（高等部３年 河野 航大） 

 

校舎名 メッセージ 

横浜ポートサイド校 

お久しぶりです。寒い季節ですが、皆さんお元気ですか？ 

私も含めて 3年生は高校生活のこりわずか。高校最後の 1ヶ月を思う存分楽し

んでいきましょう！また、卒業してもどこかであえることを楽しみにしていま

す！                   （3 年 宮川 遊伊） 

 

校舎名 メッセージ 

大宮校 

今年度は、生徒会のメンバーとして地区研修や全国研修に参加できたことが一

番印象的でした。 

校舎を超えて星槎の仲間と出会えたことで、新たな発見、校舎で活かしたいこ

と、そして仲間との絆を得ることができました。 

来年度も頑張ります！           （2 年 清水 隆良） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―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 

 

―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） 
 


