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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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全国生徒会役員紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長  小寺 勇人 （3年） 星槎国際北九州 
この度、全国生徒会会長に就任いたしました、星槎北九州の小寺勇人で

す。 昨年度から新型コロナウィルスにより、対面での交流の機会を作ること
が難しくなっています。そのような中でも、今年度は、よりオンラインを駆使
し、各校舎の皆さんと交流できる機会を定期的に設けていきたいと考えて
います。会えなくても、私たちはみんな繋がっています。気持ちを一つに、一
緒に頑張っていきましょう！ 

副会長  加藤 綾乃 （3年） 星槎国際立川 
この度全国生徒会副会長になりました、星槎国際立川 3 年の加藤綾乃です。

今年の 9 月で立川での任期を終えますが、まだ星槎の仲間たちと関わっていた
いと思いたち、全国生徒会の副会長を務めようと決意しました。卒業まで星槎
の生徒会に関われると思うと、とてもうれしいです。2年間の生徒会経験を活か
して全国生徒会でも精一杯頑張ります。よろしくお願いします。 

副会長  馬渕 朋哉 （3年） 星槎国際帯広 
今年度は、昨年から続く新型コロナウイルスの影響で予定通りとはいか

ない、苦しい状況が続いています。ですが、今年度のテーマであるニューエ
ラを掲げ、新時代へのスタートをきっていきたいと思っています。なかなか
集まる事が難しい中ではありますが、気持ちを一つにして生徒会全体で取
り組んでいきたいと思います。こんな時代だからこそ笑顔の和を全国で繋
げて、みんなで盛り上がっていきましょう！ 

会計監査  福田 拓真 （2年） 星槎国際立川 
この度、全国生徒会会計監査をやらせていただくことになりました、2年

福田拓真です。最初、先生に「やってみない？」と打診され、言われた際は
悩みましたが、まずは、やってみようと思い、今回やらせていただくことに
なりました。まだまだ何もわからないことばかりですが、自分のできること
を精一杯頑張りたいと思います！1年間よろしくお願いします！ 

会計監査  川畑 佑樹 （2年） 星槎国際大阪 
生徒会などの役割は人生でも初めての経験ですが、全国生徒会役員の

一員として、笑いの街「大阪」からもエネルギーをしっかり発信していけるよ
うに「笑顔」で頑張りたいと思います。会計監査なので、他の役員と協力し
ながら、確認の仕事をしっかりやっていきたいと思います。  

 

会計  野ヶ本あずさ （3年） 星槎国際静岡 
この度、全国生徒会会計を務めることになりました、野ヶ本あずさです。 
所属している、星槎国際静岡では生徒会長を 2 期務め、最後の１年というこ

ともあり、これまでやったことがない生徒会の仕事にも取組みたいと思い挑戦
することにしました。 
不安でいっぱいですが、自分ができる最大限の力を発揮し、活動や仕事に取

り組んでいきたいと思います。 
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各校舎の生徒会紹介 

 

 

 

 

星槎国際帯広 

星槎国際札幌北 

星槎国際本部校 

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 

星槎学園横浜ポートサイド校 

星槎学園湘南校 

星槎国際小田原 

星槎国際湘南 

星槎国際旭川 

星槎国際芦別 

星槎国際北広島 

星槎国際甲府 

星槎もみじ中学校 

星槎名古屋中学校 

星槎中学校 

※ ２０２１年度より 

星槎もみじ中学校 

星槎中学校 

星槎名古屋中学校  を掲載 
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 星槎国際本部校 （生徒会役員 6名） 
 

202１年度の生徒会テーマ 

≪テーマ≫ 滑走路 ！ 

 今そして、私たちの新時代に向け、未来創造への

第一歩を創りだそう。コロナ禍であっても私たちに

できることを見つけ出し、この状況だからこそ、今

ここから羽ばたこうという思いが込められていま

す。 

 

 

生徒会活動紹介・部活動紹介 

【バドミントン部】 

全国高等学校定時制通信制バドミントン大会 

男子シングルスで準優勝！1年の頃は北海道大会 3

位と全国大会出場を逃し、昨年はコロナで中止、最後の

最後で結果を残しました。実は、高校ではバドミントン

ではなく、陸上競技部のやり投げや空手を中心に体を

鍛え上げていました！色々な運動を学んだからこそ実

力アップに繋がったと話していました。 

「うちの学校のここが面白い！」 

もみじゼミ ・ 中高合同生徒会 

星槎国際高等学校本部校は、星槎もみじ中学校と

同じ校舎にあり、合同で行う行事やゼミがあります。 

『もみじゼミ』では、月曜日１時間目に興味のある

授業を選択した仲間が集い、共に学んで楽しんでい

ます。 

「年齢関係なく、友情が深まった」 

「先生たちが趣味全開で、とにかく楽しかった」 

「己の趣味がさらに深まった」 

中高合同生徒会の活動も今年から行っています。

さまざまな意見が飛び交い、交流が深まりました。

ボランティア活動・挨拶運動などを実施しています。 

 

～生徒会長紹介～ 

藤田
ふ じ た

 浩宇
ひろたか

 （ 3年 ） 

【意気込み】 

さらに学年の壁をなくし、交流を活発にしてとも

に羽ばたいていきたいです。 

【自校舎の好きなところ】 

やる気、元気、笑顔あふれる仲間がそろう校舎 
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 星槎国際芦別 （生徒会役員 6名） 
 

202１年度の生徒会テーマ 

≪テーマ≫ 「一致団結～交流を増やそう～」 

 

 人数の少ない校舎ではありますが、学年の壁を越え

て交流の場増やすことを目標に生徒会活動を行って

います。 

 

 

 

生徒会活動紹介・部活動紹介 

毎月、生徒会イベントを開催しています。体育館

で体を動かしたり、カードゲームをしたり、テレビゲ

ームや謎解きをしたり・・・。「目安箱」を設置し、全校

生徒からやりたいゲームを募集して開催していま

す。参加すると SP（星槎ポイント）をもらうことがで

き、そのポイントを集めると学年末に豪華景品が当

たるそうです！！ポイントを集めながら楽しくイベ

ントに参加してもらうことが生徒会の狙いだそうで

す😊 

「うちの学校のここが面白い！」 

 星槎国際芦別には「ボランティアゼミ」という選択ゼミ

があります。ボランティアゼミでは校内ボランティアの

他に、地域に貢献するためにはどんなボランティアがで

きるかを話し合い、実行しています。先日、旭ヶ丘公園

にて、花植えボランティアを行いました。炎天下の中、

見栄えの良い花の植え方を芦別市役所の方に教えても

らいながら、「星型」で花を植えました。また、駅前の草

刈りボランティアの依頼もあり、大忙しです。 

今後のボランティア活動にも期待しています！！ 

 

 

～生徒会長紹介～ 

三浦
み う ら

 裕
ゆう

太
た

（ 3年 ） 

【意気込み】 

「僕が星槎国際芦別を盛り上げます！！」 

【自校舎の良いところ】 

学年関係なく、いろんな話ができて盛り上がるところ

が良いところです。 
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 星槎国際帯広 （生徒会役員 4名） 
 

202１年度の生徒会テーマ 

≪テーマ≫  

From Obihiro to World and to Space 

星槎国際帯広はいつも新たなことに挑戦し変わり

続けています。これからも新しい物を創っていきま

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・部活動紹介 

 【陸上部】 

令和３年８月２１日（土）～２４日（火）に駒沢オリン

ピック公園陸上競技場で行われた全国定時制通信制

陸上競技大会に３名の部員が出場しました。自己ベス

トを出し入賞することを目標に掲げ、日々の練習を頑

張っていきました。結果は女子 3000ｍ5位・女子

400ｍ7位の入賞者が出る結果となりました。これ

からも努力の大切さを忘れずに頑張っていきます。 

 

「うちの学校のここが面白い！」 

【とかちスターランドゼミ】 

今年度から追加されたとかちスターランドゼミは、

ずばり農業を体験できる授業で、帯広の広大な土地

の一角を借りて、じゃがいもなどの野菜を育てていま

す。お揃いのツナギを着て、畑で汗水流すのはとても

気持ちが良いです。農作業の合間に原っぱでおにご

っこやだるまさんが転んだをする事もあり、裸足にな

って駆け回る生徒も少なくありません。やはり外で思

い切り遊ぶのは爽快です。 

また校舎内では十勝のオススメスポットのプレゼン

を行ったりします。皆で土に触れ、地域の良さを再発

見できるとっても充実したゼミです！  

～生徒会長紹介～ 

馬渕
ま ぶ ち

 朋
とも

哉
や

（ 3年 ） 

【意気込み】 

真面目な仕事ぶりでがんばります！ 

【自校舎の好きなところ】 

学年関係なしに仲がよく話をしたことない人とも自

然と打ち解けることができる独自の雰囲気 
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 星槎国際札幌北 （生徒会役員 5名） 
 

202１年度の生徒会テーマ 

≪テーマ≫ 『努力・友情・勇気』 

仲間と助け合い、楽しく通える学校にするために

友情を大切にし、これから入学してくる後輩たちに自

分の努力している姿を見せ、｢新しい事にチャレンジ

していこう！｣という意味を込めています。自分の役

割だけじゃなく、困っている仲間や後輩のサポートが

できるよう心がけ、生徒全員が生徒会のメンバーな

んだという意識を持ってもらえるように努力してい

ます。  

 
生徒会活動紹介・部活動紹介 

 ゲーム部は星差オリンピックでの活躍を目標に、日々

競い合っています。学年を超えてみんなで仲良く楽しん

でいます。クリエイト部は、自分の満足のいく作品を追求

しています。友達や先生と協力しあい、自分の好きな物

を作っています。秋には作った物を展示する計画を立て

ているそうなのでお楽しみに！ 

活動の様子はインスタでも報告しているのでチェック

してみてください。 

「うちの学校のここが面白い！」 

 札幌北のゼミの中から今回はコーヒーゼミを紹介し

ます。昨年は飲み物ゼミとして様々な飲み物について

学んできましたが、今年はコーヒーに絞って、実際に

市内のカフェに行き、プロが淹れたコーヒーと缶コー

ヒーの味比べをしたり、定員さんからお店のコンセプ

トなどを聞き、経営するってどういうことなのか考え

たりしています。その他のゼミでもいろいろな角度で

学びを深めています。 

 

～生徒会長紹介～ 

藤井
ふ じ い

 華子
か の こ

（ ３年 ） 

【意気込み】 

1 年間生徒会長を務め、どんな時でもひとりじゃな

い、見守り支えてくれている人がいることを知るこ

とができました。この経験を活かして、私はこの先

の未来にも全力で挑んでいきます！ 

【自校舎の好きなところ】 

ひとの話に耳を傾け、お互いのことを理解しようと

する仲間がいること 
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 星槎国際旭川 （生徒会役員 6名） 
 

202１年度の生徒会テーマ 

≪テーマ≫ All for one One for all 

みんなが無限に楽しめる学校づくりをしていこう 

星槎国際旭川が開設されて、何もないところ

から少しずつ学校づくりをしてきました。さらに

その勢いを加速させながら、みんながひとりを思

い、ひとりがみんなを思いながら楽しめる学校に

していきたいです。 

  

 

生徒会活動紹介・部活動紹介 

・昼休みの交流計画 

生徒同士が交流しやすい場をつくるために登校日

の昼休みに複数人でできる遊びを企画する。 

・やりたいこと BOX 

校内に BOXを設置して生徒からやりたいことを

募集する。 

・校舎初の学校祭に向けた企画づくり 

「うちの学校のここが面白い！」 

 旭川市内で近年活動の幅を広げているけん玉。 

星槎国際旭川では 2020年秋に「けん玉クラブ」

を立ち上げ、経験の有無関係なく、初心者から上

級者まで互いに切磋琢磨しながら日々練習を積

み重ねています。 いつでもどこでも手軽に練習

できるのも魅力ですが、週に 1度集まってみんな

で練習することで自然と会話が弾むのも魅力の１

つです。今年は星槎国際旭川が会場となり、けん

玉ワールドカップ（ＫＷＣ）への出場も…！ 

 今後さらに、学校祭などの行事などでけん玉を

通して多くの人とつながることができればと思い

ます。 

 

～生徒会長紹介～ 

白坂
しらさか

 愛
あい

（ ２年 ） 

【意気込み】 

メンバーと共に発信することを大事に頑張りま

す。 

【自校舎の好きなところ】 

1人 1人の事を考えて先生方が親身になって

相談にのってくれ、生徒の成長を見守ってくれ

るところです。 
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  星槎国際北広島  
 

「大学とともにある高校」 

  北広島は北海道の真ん中より少し西側、札幌市の

隣に位置し、自然豊かで地方と都会の良さが共存し

たまちです。そんな北広島市内にある今年で創立

44年目となる星槎道都大学の中に、大学の学びの

資源をふんだんに取り入れながら新しい学びを実践

する星槎国際高校北広島が開校しました！ 

 

 

「笑顔あふれる居場所」 

星槎国際高校北広島の生徒は、大学の造形デッサン

室や製図室、体育館や図書室など、充実した施設、環境

の中で、「得意なこと」や「好きなこと」に熱中し成功体

験を積み重ね、自信に繋げています。そして、大学と高

校の垣根を超えた関わり合いの中で、自分が自分らし

くいられる笑顔あふれる居場所をつくって毎日明るく

過ごしています。 

「うちの学校のここが面白い！」 

「高校生のうちから大学の学びを体験」 
 

 アート、美術、デザイン、建築、経営、スポーツ、保育、

介護など、星槎道都大学を代表する各分野の学びを

高校生のうちから体験できます。 

 

・美術学部デザイン学科、安田先生のデッサン授業で

大学生の中に混じって受講 

・美術学部建築学科、安藤先生の建築の授業で折り紙

建築を制作 

・社会福祉学部、上原先生の思いやりを表現するリボ

ンづくり 

・経営学部、市原先生のボディコンディショニング 

 

～生徒紹介～ 

スノーボード スロープスタイル/スタンス 

加來
か く

 秀生
しゅうせい

（ 1年 ） 

去年は努力が実り、国内強化指定選手に選ばれる

ことができました。得意なバックサイドで 1440°が

できるように取り組みますので応援お願いします。 
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 星槎国際仙台 （生徒会役員 10名） 
 

202１年度の生徒会テーマ 

≪テーマ≫ 生徒たちが積極性をもって 

自分の目標を達成しよう！ 

≪目標≫ ・一人ひとりが積極性を持って行動する 

        ・役員が先頭に立ち、物事に取り組む 

        ・それぞれが得意なことを発揮する 

        ・みんなが夢を実現できる環境をつくる 

 

 

生徒会活動紹介・部活動紹介 

今年度の生徒会は 10名で活動しています。昨年度

の卒業生に向けた『送別会企画』を行い、3年生にとっ

て最後の思い出となるような企画を実施しました。その

後、４月に新しく入った仲間へ向けて『新入生歓迎会』を

実施。生徒会役員が一丸となり、新入生が楽しむことが

できるように企画し、成功しました。また、夏休みには

『七夕イベント』を企画し、生徒だけでなく先生方も一緒

にワクワクできるイベントを実施。今後も、生徒会イベン

トの継続的な実施を目指していきます。 

「うちの学校のここが面白い！」 

 星槎国際仙台では、ゼミ授業の中で『eスポーツ』に力を入

れています。その中で、「校内ゲーム大会の企画・運営・出場」

「ディスコード上での交流」などの活動をしています。また、e

スポーツチームを結成し、『STAGE：０』という大会に『フォート

ナイト』にて出場しました。現在は、『(株)SEGA』と協力しなが

ら、中学生向けにぷよぷよの大会を開催したり、プロ選手のオ

ンラインコーチングを受講したりしています。また、これから

「文化祭」を９月に実施予定です。文化祭に向けて実行委員会

を発足し、実行委員と生徒会が主体となり、企画・運営を行っ

ています。今年度は、地域の人々も楽しめる企画を計画してい

る最中です。その中で、生徒同士の絆の繋がりを深められると

ころが面白いところです。 

 

～生徒会長紹介～ 

原
はら

 響
ひびき

（ ３年 ） 

【意気込み】 
今年度のテーマである「NEW ERA」を中心に生徒会活動を
行い、学びを深めていきたいと思います。仙台の生徒会長と
して「第２ブロック生徒会」や「SAAB」などで、全国の仲間と
協力していきます。今年度もよろしくお願いします！ 

【自校舎の好きなところ】 

・eスポーツに取り組むことができる！ 

・生徒同士に壁がない！ 
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 星槎国際郡山 （生徒会役員 8名） 
 

202１年度の生徒会テーマ 

≪テーマ≫ identity ～学んで成長しよう～ 

  

2021年度星槎国際郡山生徒会は、交流を通して

相手の個性を認めようという目標を立てて活動して

いきます。 

 

 

 生徒会活動紹介・部活動紹介 

 

入学式前に、新入生と交流するために親睦会を生徒

会主催で行いました。輪投げや、絵しりとりなどのゲー

ムを通じて新入生とのつながりを持つことができまし

た。 

部活動では、卓球部が男子個人・女子個人ともに郡

山史上初の県大会ダブル優勝を成し遂げ、全国大会へ

の切符をつかみました。 

 

「うちの学校のここが面白い！」 

 

星槎国際郡山では、様々なゼミ活動を通して、生徒

が主体的に活動できる環境があります。 

ＳＤＧｓゼミでは、気象予報士の斎藤さんを特別講

師に招き、「いのちを守る授業」を郡山から発信して

います。自然災害などを他人事と思わず、自分の命、

家族や大切な人を守るためにはどのような行動をと

るべきかを学んでいきます。 

SDGｓ指定都市に認定されている郡山市から、多

くのことを発信していけるように活動していきます。 

 

～生徒会長紹介～ 

阿部
あ べ

 友磨
ゆ う ま

（ ３年 ） 

【意気込み】 

みんなが楽しい学校生活を送れるような環境を作

る。僕はボードゲーム部を作りました！ 

【自校舎の好きなところ】 

先生と生徒の距離が近い。 
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 星槎学園大宮校 （生徒会役員 7名） 
 

202１年度の生徒会テーマ 

≪テーマ≫ ～Enjoy Everyday～ 

現在大宮校は、1号館と 2号館に分かれて授業

をしています。だからこそ、生徒会が考えたレクリエ

ーションなどを通じて、学年問わずみんなが楽しい

と思えるような、より良い学校にしたいと思いこの

テーマにしました。 

 

 
 

 

生徒会活動紹介・部活動紹介 

６月に市民体育館にて、学年を超えた交流を目的

に、1・2年生合同で、スポーツレク（クイズスプーン

リレー）を行いました。 

大宮校オリジナルのもので、スプーンリレーとク

イズを組み合わせたものです。 

今後も、学年の壁を超えて、みんなが楽しめる

色々な企画を考えていきます。そして、みんなの学

校生活が楽しくなるよう、活動をしていきます。 

「うちの学校のここが面白い！」 

大宮校には CDP（キャリアデザインプログラム）と

いうものがあります。職業体験や、アクティビティの

体験などがあります。 

長瀞でのＣＤＰでは、ラフティング体験をしまし

た。体験前はものすごく暑かったので、水に濡れて

体感温度的にとても気持ち良かったです。 

また、県内にあるアミューズメント施設で、スポー

ツレクを行いました。少人数のグループに分かれて、

それぞれ自由に施設内を周り、様々なスポーツを楽

しみました。自粛期間が続いて体を動かしていなか

ったので、とても有意義なプログラムでした。 

  

～生徒会長紹介～ 

曽田
そ た

 ひより（ ３年 ） 

【意気込み】 

現在、学年を超えての交流が少なくなっていると

感じます。その為、学校全体で盛り上がれるような

レクリエーションなどを実施していきたいです。 

【自校舎の好きなところ】 

仲間との友情を深められる CDPが好きです。  
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 星槎国際川口 （生徒会役員 12名） 
 

202１年度の生徒会テーマ 

≪テーマ≫ 小さな槎から大きな槎へ！ 

  

星槎を広めることをテーマに授業紹介や日常風景

を SNSで投稿したり、地域でのボランティア活動や

ポスターを作成し配布することで、川口から星槎を

発信していけるように生徒一丸となり頑張ります！ 

  

 

生徒会活動紹介・部活動紹介 

星槎国際川口、陸上競技部です。顧問の土屋先生の

下、日々練習に励んでいます。多くの種目をこなし、仲

間と共に陸上の楽しさを多くの人に伝えることを目標

にしています。応援をよろしくお願いします！ 

主な実績 

全国高等学校定時制通信制陸上競技大会  

小西（３年） ５０００m  出場 

小川（２年） ４００m   出場 

「うちの学校のここが面白い！」 

星槎国際川口では、校舎のサイズが小さく、教室で

の先生と生徒の距離が近い。そして、星槎国際川口な

らではの特徴的な授業が沢山ある。 

元フェンシング日本代表選手だった先生が教える筋ト

レの授業は、ナショナルチームがやっているような本

格的な筋トレを体験することができる。 

eスポーツでは、世界で爆発的人気リーグオブレジ

ェンド等さまざまなジャンルのゲームを体験すること

ができる。 

そして、何よりも今活躍中のアスリート生と共に同

じ空間で学校生活を送ることができる。 
 

～生徒会長紹介～ 

山
やま

﨑
ざき

 蒼
そう

一郎
いちろう

（2年） 

【意気込み】 

生徒会活動に積極的に取り組み、街の人たちに星槎

を知ってもらえるような環境を作ります！ 

【自校舎の好きなところ】 

色々な授業があり、自分だけの時間割を作る事で

一人一人のペースで楽しく授業を受ける事が出来

ます。 
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 星槎国際八王子 （生徒会役員 9名） 
 

202１年度の生徒会テーマ 

≪テーマ≫ 「協力！団結！成就！」 

 コロナ禍で不自由な生活が続いている今こそ、皆で

“協力”そして“団結”し、なすべきことを“成就”させ

ていこうという思いが込められています。生徒会の

メンバーは私達だけではありません。星槎で生活し

ている皆さん一人ひとりが、生徒会の一員です。皆さ

んで力を合わせて頑張っていきましょう！  

 

生徒会活動紹介・部活動紹介 

星槎国際八王子にはサバゲ―部という部活がありま

す。皆で校舎の裏山を駆け巡り、楽しくサバイバルゲー

ムをしています。エアガンの弾に当たった場合は自己申

告制ですので、スポーツマンシップ（笑）もしっかり鍛え

られることが我が校のサバゲ―部では出来ます。星槎

国際八王子にお越しの際は、是非体験してみては如何

でしょうか。お待ちしています。 

「うちの学校のここが面白い！」 

八王子校では、授業として珍しい、『ドローンゼミ』

があります。 

1年目の授業では、航空法等の座学や、操縦テクニ

ックを学び、ドローン資格取得を目指します。思い通

りの飛行を行うには、判断スピードが求められる為、

感覚で操縦できるようになるまで操縦の練習を重ね

ます。 

2年目からは、ドローンで空撮を行い作品の制作、

各地のイベントでの空撮や、大会に出場して、頑張っ

ています。ゼミでの経験を活かし、ドローン業界に就

職する事も可能な人気のあるゼミ授業です。 

  

～生徒会長紹介～ 

雨宮
あめみや

 柊
しゅう

哉
や

（ 3年 ） 

【意気込み】 

「全ての方々に日々感謝しながら皆で団結し協力し

合い、楽しく成し遂げていきたいです！」 

【自校舎の好きなところ】 

「様々なことを学び、非日常的な経験ができます。

更に、学校全体が温かい雰囲気で学年の違いもな

くすぐに皆との輪が広がります。」 
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 星槎国際立川 （生徒会役員 13名） 
 

202１年度の生徒会テーマ 

≪テーマ≫  膠漆(こうしつ)の心 

～コミュニケーションを大切に～ 

膠(にかわ)と漆(うるし)のように人と人を繋げ、

生徒と生徒会をより身近な存在にしていきます。 

それだけではなく、様々な場面でコミュニケーション

をとれる環境作りをしていきます。 

 

 
生徒会活動紹介・部活動紹介 

今年度の立川生徒会では 6月に前期生徒会役員選

挙を行い、新しいメンバーと共に意見箱の製作や机と

椅子の騒音対策を行っています。 

部活動ではサッカー部が東京都大会にて優勝、全国大

会に出場しベスト 8 という結果を残しました。また、バ

レーボール部が東京都大会第 3 位に、陸上競技部では

1 年生が走幅跳にて東京都 1 位、3 年生が砲丸投、円

盤投で東京都 2 位に輝きました。その他の部活動も秋

の大会に向け練習を続けています。 

「うちの学校のここが面白い！」 

・五感で示すゼミ授業 

星槎国際立川のメディア研究ゼミでは、生徒たちが

ラジオ番組を作るため、一から企画を考え、台本作り

や収録、編集などを行っています。今までに何度も入

賞しており、立川の強みの 1つです。その他のゼミで

は、学校内でお店の経営や運営、その他にも食品につ

いての文化を学んでいます。さらにはボランティアな

どにも携わり、校舎の壁を塗り替えたりするなど立川

の校舎ならではのゼミが多数存在しています！ 

 

～生徒会長紹介～ 

吉村
よしむら

 めい（ 2年 ） 

【意気込み】 

  自分が責任ある立場としてこの学校の課題や生

徒の意見を全力で解決していきたいと思います。

生徒が学校に来るのが楽しいと思える学校にする

為に、頼れる仲間と力を合わせて取り組んでいき

ます。 

【自校舎の好きなところ】 

・在校生だけでなく、地域の様々の方々と関われ

るゼミがいくつもある。 

・先生が優しく接しやすいため笑顔で登校できる。 

・授業数が多く、様々なことにチャレンジできる。 
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 星槎国際厚木 （生徒会役員 5名） 
 

202１年度の生徒会テーマ 

≪テーマ≫ Join！ 

Joinには、繋ぐ・参加するという意味がありま

す。コロナ禍でもみんなが楽しく笑顔で参加でき

る企画をつくり、誰一人取り残すことなく、学校

生活を笑って過ごせるよう生徒会メンバー中心

に活動していきます！先生と生徒が一緒に、とに

かく頑張りたいと思います！！！！！  

 

生徒会活動紹介・部活動紹介 

スポーツ大会では企画・運営を行い、無事に楽しく

開催することができました。また、研修では様々な意

見を積極的に提案し、他校舎との交流も含めて有意

義な時間を過ごすことができました。 

軽音楽部は星槎オリンピックや文化祭に向けて、

毎週月・水・金の３日間頑張って活動しています。テ

ニス部は全国大会に出場しました！そして今年度か

らバドミントン同好会が発足し、元気に活動していま

す。 

「うちの学校のここが面白い！」 

校舎がビル型で学校っぽくなくて通いやすい！ 

１学年１クラスという少人数体制で、先生と生徒

の距離が近い。個性がありすぎる先生達が一人一

人に合わせた対応をしてくれるおかげで、安心し

て学校生活を送ることが出来ています！ 

先生だけでなく生徒も個性豊かで、どの学年も

明るく、授業や行事、部活動を通して学年を超え

た交流もあります。全校生徒合わせて１００人ちょ

っとなので友達１００人できます。 

学校近くのサーキット場を利用して、モーターゼミ

があるのも星槎国際厚木の魅力です！  

～生徒会長紹介～ 

清水
し み ず

 菜瑞奈
な ず な

（ 3年 ） 

【意気込み】 

星槎の誇りとなれるよう、精一杯努めていきま

す！ 

【自校舎の好きなところ】 

先生方と心の距離が近く、話しやすいところで

す。個性ある生徒達が一体となり、同じ目的に

取り組むことが出来るのはとても素晴らしいと

感じています。 
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    星槎国際横浜鴨居  （生徒会役員 12名） 
 

202１年度の生徒会テーマ 

≪テーマ≫ 生徒一人ひとりに寄り添う生徒会！ 

 私たち生徒会役員は、史上最多の１２名で活動を行

っています！役員以外の人も、活動に参加できるよ

うに今年度から「生徒会ゼミ」を立ち上げました！こ

のゼミで募集した意見をもとに、「ゴミ箱の増設」に

取り組んでいます。今後もわたしたちは一人ひとり

の意見を大切にし、活動を行っていきます！ 

 

 

生徒会活動紹介・部活動紹介 

【ゲーム部】 

２０人近くが参加しますが、正式に入部しているのは

その中の半分しかいません。（ここ、笑うところです） 

体験生・在校生、誰でも参加できる雰囲気が魅力です!! 

【フットサル部】 

星槎内のフットサル大会予選では、横浜地区で１位と

なりました。これからも練習を通して仲間をつくり、星

槎ナンバーワンを目指して活動していきます！ 

「うちの学校のここが面白い！」 

【起業ゼミ】 

学校近くの商業施設に足を運び、「なぜこの商品が

売れているのか」を調査し分析しています。低コスト

で見栄えの良い包装のコツや、原価と販売価格の計

算方法なども勉強しています！ 

 

【職員室】 

鴨居の職員室は廊下との間に壁がなく、先生と生

徒の距離が近いことが特徴です。個性豊かで、面白く

て、暖かくて、いつでも気軽に相談ができる先生たち

が職員室で待っています！ 

 

～生徒会長紹介～ 

久保田
く ぼ た

 海斗
か い と

（ ３年 ） 

【意気込み】 

予想は裏切りますが、期待には応えます！ 

精一杯頑張りますので、よろしくお願いします！ 

【自校舎の好きなところ】 

鴨居のアイドル「カメ山さん（クサガメ）」の存在！ 

安心して登校できる雰囲気が学校にあるところ！ 
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 星槎学園横浜ポートサイド校 （生徒会役員 8名） 
 

202１年度の生徒会テーマ 

≪テーマ≫ 「繋げる！」 

行事が中々行えない中でも、学年と学年を「繋げ

る」ことを目標に、色々な企画を通して学年間の交流

を図っていきます！ 

生徒同士の和を繋げていきます！ 

 

 

 
生徒会活動紹介・部活動紹介 

８月に行われた全国高等学校定時制通信制ソフトテ

ニス大会に本校から１組出場しました。           

５月に行われた神奈川県予選を制し、初の全国大会へ

の切符を掴み取りました。 

結果はベスト１６！優勝は逃してしまいましたが、こ

の日まで暑い中たくさん練習してきた成果を出すこと

ができました！また秋の大会でリベンジを果たしてほ

しいと思います！ 

「うちの学校のここが面白い！」 

〇横浜探検ゼミ 

都会にある校舎ということを生かして、校外におで

かけをするゼミです。今年度は横浜中華街や、みなと

みらいに行ったり、マフィンなどを食べに出かけまし

た！もちろん行く場所の下調べから計画まで、生徒

たちがすべて行います！ 

 

〇主婦力向上ゼミ 

家事全般、暮らしのマナーなど、主婦歴の長い加藤

先生が生徒たちに伝授をするゼミです！！今年度は

ホームフリージングの仕方や、アイロンのかけ方、バス

ボム作りなどを行いました。男の子にも大人気です！ 

 

～生徒会長紹介～ 

小島
こ じ ま

 千
ち

寛
ひろ

（ ３年 ） 

【意気込み】 

まだまだ制限が続く毎日ですが、だからこそ見えて

くる部分に目を向けて、出来ることを模索し続ける

１年間にしたいです。 

【自校舎の好きなところ】 

先生方との距離が近いところ！ 
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 星槎学園北斗校 （生徒会役員 7名） 
 

202１年度の生徒会テーマ 

≪テーマ≫  「地縁」 

生徒会のテーマは「地縁」です。北斗校は今年、11

年目に入りました。軌道に乗ってきた今だからこそ、

地域との“縁”を深めるために「地縁」を今回の生徒会

のテーマにしました。具体的な活動は、北斗校で不必

要になった物を修繕して地域の人に向けたガレッジ

セールを開くなどです。  

 

生徒会活動紹介・部活動紹介 

今年も昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染対策

を行いつつ、生徒会活動、クラブ活動を行っています。

生徒会活動では、地域との繋がりを目標に、環境保護

のための清掃活動、また再利用できるものを復活さ

せ、住み続けられる街づくりを目指す、「継続できる

SDGs活動」を行います。クラブ活動は感染防止のた

め活動が制限されていますが、対外試合や特別活動で

一人ひとりが活動できる場を広げています。 

「うちの学校のここが面白い！」 

北斗校では、選択授業と言って 13 個の様々なジャ

ンルの授業から一つ選択し、そこから中等部と高等部

で一緒に授業を受けます。 

そして、今年度選択授業にベンチャーという授業が新

しく始まりました！ 

授業の内容としては、学校にある自動販売機の飲

み物をプロデュースしており、毎月その自販機の売り

上げを見て授業内でどの飲み物が売れるかを議論し

新しい商品の入れ替えを依頼しています。 

その他、経営の神様と呼ばれている、ピーター・ドラッ

カーの経営学を学んだりしています。 

 

～生徒会長紹介～ 

今井
い ま い

 直
なお

輝
き

（ 3年 ） 

【意気込み】 

私は今年度で役員として３期目を迎えたので、経験

を最大限生かして周りの役員が安心して活動を行

える雰囲気づくりを心掛けていきたいと思ってい

ます。 

【自校舎の好きなところ】 

行事がとても豊富です！生徒が大活躍してます!(^^)!  
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 星槎高等学校 （生徒会役員 7名） 
 

202１年度の生徒会テーマ 

≪テーマ≫ ICTをより活用！ 

今年度から少しずつタブレットを使った授業が始ま

りましたが、生徒会でも有効的に活用していく方法を

提案していきたいです。例えば目安箱の電子化など、

生徒にもっと寄り添った仕組みを生徒会で話し合

い、実現していきたいと考えます。 

 

 生徒会活動紹介・部活動紹介 

７月９日（金）、とどろきアリーナにて星槎オリンピッ

クスポーツ部門が行われました。各種目の初戦は緊張

していて動きが硬い場面も見られましたが、徐々に緊

張もほぐれ、本来の力を発揮することができました。 

その結果、卓球（女子）と３×３バスケットボール（男

女混合）は優勝することができました。 

コロナ禍で様々な制約があるなか、星槎高校に喜びと

感動をもたらしてくれました！ 

「うちの学校のここが面白い！」 

星槎高校は木々に囲まれた自然豊かな場所にあり

ます。校舎の１階にはカフェテリアがあり、昼休みには

皆と集まって楽しく話をしたりお弁当を食べたりする

ことが出来ます。２階にはタブレットルームがあり好

きな動画を見て友達を交流したり、タイピング練習を

する事もできます。 

また校舎の外にある中庭では、晴れた日に寝転が

ると青空が広がりとても気分が良くなります。また、

横浜市で３年に１度開催する「横浜トリエンナーレ（現

代アートの国際展）」に出展された「LIGHT HOUSE 

IN YOKOHAMA」がそびえ立っています。 

 

～生徒会長紹介～ 

堀部
ほ り べ

 晴
はる

仁
と

（ ３年 ） 

【意気込み】 

今このコロナ禍だからこそ、「目配り」、「気配り」、

「心配り」を徹底していきます！ 

【自校舎の好きなところ】 

星槎高校はタブレットルームがあったり、ＩＣＴを使

用した授業が始まっていることが星槎高校の自慢

です。 
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 星槎国際湘南 （生徒会役員 22名） 
 

202１年度の生徒会テーマ 

≪テーマ≫ 飛翔～星槎らしく・自分たちらしく～ 

  

大空を自由自在に飛び回る翼のある鳥のように知

識を自分のものとすることによって人間は自由を獲

得します。知識は、遠く高く、どこまでも人間を連れ

ていくという意味があります。 

 
 

 
全国一斉授業の様子 

生徒会活動紹介・部活動紹介 

昨年度から星槎国際湘南では本格的に生徒会が始

まり「チャレンジ」というスローガンを掲げて先輩方が、

この学校を盛り上げてくれました。 

自分たちも何事にも「チャレンジ」をしていき、「飛翔」し

ていきます。 

また、部活動では、どの専攻も日々の練習を一生懸

命に取り組み、常に高みを目指して頑張っています。 

「うちの学校のここが面白い！」 

星槎国際湘南は、全員がスポーツ競技の専攻に所

属しています。日頃から自分たちの大好きな競技に

取り組むことができ、仲間と力を合わせるだけではな

く、切磋琢磨しながら成長ができています。また、積

極的に地域貢献活動も行なっています。スポーツと人

との関わりを通じて地域、そして全国の星槎の皆さん

に元気と勇気を与えます。 

 

 

 

 

 

 

 

STBゼミの地域貢献活動時の写真 

谷戸川渓谷をきれいにする会に協力 

～生徒会長紹介～ 

加藤
か と う

 ねね（ 3年 ） 

【意気込み】 

今年から生徒会の人数が昨年に比べて多くなりま

した。後輩に良い部分を継承しつつも皆で意見を出

し合いながら、星槎国際湘南が更によりよくなるた

めに頑張りたいです。 

【自校舎の好きなところ】 

星槎国際湘南の生徒や雰囲気は、明るく活気に満

ちています。また正門から校舎に繋がる坂道の林

道、サッカーグランドから見える相模湾の海は別格

の景色です。自然の雄大さを感じることができるの

が魅力です。 

 



- 23 - 

 

 星槎学園湘南校 （生徒会役員 7名） 
 

202１年度の生徒会テーマ 

≪テーマ≫ Let Seisa blow a new wind！ 

（星槎に新しい風を吹かせる！） 

生徒会メンバーで湘南校に新しい風を吹かせよ

う！という意味です。コロナ禍で思うように過ごせ

ない毎日ですが、新しい生活様式を取り入れなが

ら、皆んなが楽しい学校を作ります！！ 

 
 

 

生徒会活動紹介・部活動紹介 

湘南校では今年「サッカー部」と「テニス部」の部活が

立ち上がりました。サッカー部では、７月に学園フットサ

ル大会、メトペマ杯に出場し、学園フットサル大会では１

勝することができ、日々の練習を生かすことができまし

た。テニス部も１２月には地区大会に出場予定です。今

後の活動に期待しましょう。 

「うちの学校は海が近い！」 

私たちは SDGｓの取組みとして「14 番 海の豊

かさを守ろう」について考えています。「14 番 海

の豊かさを守ろう」では海の清掃活動を行いまし

た。コロナ禍で活動できない日々の中、生徒会主体

で各学年に呼び掛けたところ、たくさんの生徒たち

が協力してくれました。地元の方々からは、去年ま

で二宮駅周辺の清掃活動も一生懸命取り組んでく

れて嬉しかったと声をかけていただけたので、海の

清掃活動に加え、地元の清掃活動にも積極的に取

り組んでいきたいと考えます。また今年度は地引網

を予定しています。地域の方々と交流しながら二宮

町との関わりを大切にしていきます。 

 

～生徒会長紹介～ 

鈴木
す ず き

 琴
こと

美
み

（ ２年 ） 

【意気込み】 

まだまだ未熟なところばかりですが、昨年度生徒

会活動で学んだことを活かしてよりよい学校にし

ていきたいです！ 

【自校舎の好きなところ】 

自然豊かな環境があり、大好きなみかん校舎で

授業を受けることができます。また、先生と生徒

の距離が近いことや癒しの猫がいるところも湘

南校の魅力です！ 
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 星槎国際小田原 （生徒会役員 7名） 
 

202１年度の生徒会テーマ 

≪テーマ≫ Link 

  

“Laugh” 声を出して笑う 

“ink”   一人一人の持つ個性を活かす 

“Link”   “Laugh”と“ink”を繋ぎ合わせた言葉 

 

 

 

生徒会活動紹介・部活動紹介 

生徒会活動 

・新入生歓迎会 

 4月のオリエンテーション期間で開催 

・かたうらせいさ縁日（地域活性化イベント） 

 9月の第 4週の土曜日開催 

部活動 

・軽音部 ・ゲーム部 ・運動部 ・書道部 

 

「うちの学校のここが面白い！」 

星槎国際小田原では数多くのイベントを実施して

います。生徒が楽しめるような行事を生徒が企画

し、運営まで行います。 

 今年度は、新入生歓迎会から始まり数を重ねてき

ました。夏休みには校内の宿泊施設を利用するサマ

ーキャンプも行う予定でしたが、緊急事態宣言が発

出され日帰りでの実施となってしまいました。しか

し、いつもと違う夜の学校も体験出来て、笑顔の絶

えない一日となりました。その他にも脱出ゲームや

ゲーム大会、地域活性化イベントの「かたうらせいさ

縁日」などかなりの部分を生徒が主宰して動かして

いるのです。 

 

 

～生徒会長紹介～ 

小野
お の

 穂
ほ

春
はる

（ 3年 ） 

【意気込み】 

自分に出来ることを常に模索していきたいです。 

【自校舎の好きなところ】 

校舎の庭に侵入してくる地域猫にメロメロな生徒

達だったり、そんな素朴さが好きです。 
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 星槎国際静岡 （生徒会役員 4名） 
 

202１年度の生徒会テーマ 

≪テーマ≫ 「Smile」 

Smileは「スマイル」と読みますが、読み方を変え

ると花の「すみれ」とも読むことができます。 

花のすみれのように力強く、スマイルつまり笑顔を常

に忘れずに活動に取り組んでいこう。という意味合

いがテーマに込められています。 

 

 
 

生徒会活動紹介・部活動紹介 

今年度から創部した陸上部が 6月に行われた静岡

県高等学校定時制通信制体育大会陸上競技部門にて、

陸上部に所属する３名全員が全国大会出場を決めまし

た。８月に東京駒沢で行われる全国大会では男子８００

ｍに２名、女子８００ｍに１名出場予定です。 

コロナの影響で直接応援に駆けつけることはできま

せんが、静岡から応援を届けられたらと思います。 

「うちの学校のここが面白い！」 

『山行ゼミ』 

山行ゼミは文字通りの山に行くゼミと思われがち

ですが、それだけではありません！ 

生徒自身がブログを作成したり、行く山を決めたり

等々、まさに生徒主役！ 

また山ゼミは座学も行っており、登山する山々の歴

史、自然環境、危険予知等の勉強も行っており、孫子

の兵法曰く「彼（山）を知り己を知れば百戦危うから

ず」のように日々生徒主体で学習をしています。 

筆者も竜爪山に同行した際、それぞれの生徒が「大

丈夫ですか」と声をかける様子や道中で落伍しそうな

生徒がいたら肩を貸す様子など一人ひとりが助け合

い行動していてこれが星槎らしさと再認識しました。 

難所の山々を一人ひとりが支え合い頂上に着いたと

きの輝きや達成感！ぜひ体験してみてください！ 

 

～生徒会長紹介～ 

野ヶ
の が

本
もと

 あずさ（ ３年 ） 
【意気込み】 

私は今年度、生徒会長の 2期目と全国生徒会経理

を務めることになりました。一生懸命 1年間生徒会

活動に取り組みたいと思います！ 

【自校舎の好きなところ】 

元気で明るい生徒・先生が多いところ 
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 星槎国際浜松 （生徒会役員 7名） 
 

202１年度の生徒会テーマ 

≪テーマ≫ 「やらまいか！！」 

「やらまいか」とは、遠州弁で「とにかくやってみ

よう」という意味があります。 今しかできないこと

に、やらまいかを合言葉に 生徒会だけではなく、学

校や地域で星槎をつなげていきます。 

 

 

 
生徒会活動紹介・部活動紹介 

磐田市にある、醍醐壮という場所で、「醍

ROCK壮」というイベントで、ライブに出演しまし

た。軽音部 「Ｐａlette」 とバンドゼミ、職員と卒

業生で七曲を披露しました。これからも、文化祭

や、イベントなどでライブを行う機会をいただい

ているので、それに向けて精一杯練習していきま

す。応援していただけると嬉しいです！！ 

「うちの学校のここが面白い！」 

ダイビングの資格が取得できる高校は、全国でも

数が少なく、珍しいこともあり、浜松でも人気のゼミ

の一つとなっています。 

座学で知識を得てから、プールで実践を行い、最

後に海洋実習を行ってから、免許を取得します。普

段の生活では経験できない、体験や景色、和気あい

あいとした雰囲気を身をもって体験することができ

ます。水中で魚と触れあったり、レアな生物を見れた

り、クリスマスの時期にサンタの格好をして潜ったり

…。 魅力満載のゼミになっています！ 

 

～生徒会長紹介～ 

渡邉
わたなべ

 大芽
た い が

（ 3年 ） 

【意気込み】 

生徒会長として、色々なイベントや行事を楽しくや

っていきたいです。 

【自校舎の好きなところ】 

ゼミで自然とたくさん触れ合えることと、先生と

生徒の距離が近いことです。 
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 星槎国際名古屋 （生徒会役員 4名） 
 

202１年度の生徒会テーマ 

≪テーマ≫ みんなで楽しい思い出を作ろう！ 

 

自分たちで楽しい思い出を作り、最高の学校生活

を送りたいと思い、このテーマにしました。 

 

 
 

 

生徒会活動紹介・部活動紹介 

今年の生徒会では、生徒会役員が主となり、生徒会

の活動をサポートする執行部員とともに意見ボックス

を作って設置しました。現在では生徒みんなが意見や

質問を書き、それに対する回答を生徒会役員と先生た

ちで話し合い、学校の廊下の掲示板に貼りだしていま

す。たくさんの意見を聞いて、よりよい学校にしていき

たいと思います。 

「うちの学校のここが面白い！」 

個性的な生徒がたくさん集まっています。苦手なこ

とを克服するために努力を積み重ねている人や困っ

ている人を優しくサポートする人がたくさんいること

が星槎国際名古屋の魅力です。 

 またゼミ授業では、学校を飛び出し名古屋の街を散

策して地域を深く掘り下げて学んでいます。金シャチ

を食べようとする生徒などもいます！（冗談ですけど

笑笑）みんなも見に来てねー！ 

 

～生徒会長紹介～ 

岩瀨
い わ せ

 壮大郎
そうたろう

（ ２年 ） 

【意気込み】 

コロナなど関係なく、この一年間で思い出になる

ような楽しい企画をたくさん考えていきます。 

【自校舎の好きなところ】 

先生がすごい！！  

（歴史の授業内容に合わせてコスプレしてくれる先

生や歌がとてもうまい先生、大道芸のスペシャリス

トの先生などどの先生もとても個性的です！） 
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 星槎国際富山 （生徒会役員 23名） 
 

202１年度の生徒会テーマ 

≪テーマ≫ 「connect」 

connectというテーマのもと学校が生徒の居場

所になれるように、生徒に身近であり、生徒に親身で

居られる学校にしたいです。生徒会がかけ橋となり、

生徒・生徒会・先生・地域が繋がり、みんなで一つの

星槎国際富山を作っていきたいです。 

  

 

生徒会活動紹介・部活動紹介 

「eスポーツ部」 

普段、周りの友達がゲームをやってなくても、部活動

内でやっている人がいるため良い交流の場になってい

ます。また、あまり触れる機会のないゲーミング PCを

使用してゲームをすることができます。 

主なゲームは 

ゲーミング PC ・・・ Apex Legends、Fortnite、 

Switch・・・ スマブラ                など 

「うちの学校のここが面白い！」 

「キャリアデザインゼミ」 

 キャリアデザインゼミは自身のキャリアを一緒に考

え、なりたい自分に近づくための一歩をともに踏み出

します。自己理解やコミュニケーション、キャリアビジ

ョン等を進路コーディネーターの講師の松居先生と

考えます。 

 後半は職員のこれまでの失敗談から学ぶ「しくじり

先生」を行っています。失敗を悪い事ととらえず、失

敗からどう立ち直ったのか、またはどう活かしている

のかということを一緒に考えています。全国の先生方

の失敗談も、是非お待ちしております。  

～生徒会長紹介～ 

西川
にしかわ

 美
み

優
ゆう

（ 3年 ） 

【意気込み】 

できることを全力で頑張りたいです！！ 

【自校舎の好きなところ】 

学校が駅から近く登校がしやすく、また先生と生徒

の距離も近く相談もしやすい環境です。  
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 星槎国際福井 （生徒会役員 7名） 
 

202１年度の生徒会テーマ 

≪テーマ≫一期一会 ～人との出会いを繋ぐ挨拶～ 

 

コロナ禍で人と人との繋がりが薄くなっている今

だからこそ人として大切な“あいさつ”という原点

に帰ろうと決めて、このテーマにしました。 

火曜日、水曜日、木曜日の朝にあいさつ運動を行

っています。  

 

生徒会活動紹介・部活動紹介 

生徒会中心となって 7 月～11 月（8 月は除く）の第

4 日曜日に「こども食堂」を実施しています。ご家庭で

余った食材をいただき、メニューを考えて調理したも

のを、こどもは無料で大人は 300 円で提供していま

す。7 月は大盛況で終えることができました。9 月から

もたくさんの人を笑顔にできるようがんばります！ 

「うちの学校のここが面白い！」 

 

福井では多種多様なゼミがたくさんあります。そ

の中で今回は「メンズデザインゼミ」を紹介します。 

メンズデザインゼミは学生時代にバーでアルバイト

をしていた河畑先生が初対面の人とでも話せるよ

うになるコミュニケーション力の上げ方、気遣いの

大切さ、また “カッコいい男になるには？”のテーマ

のもと、女子生徒の意見を参考にみんなで考え楽し

く活動しています。夏企画で星槎福岡中央ともコラ

ボをし、校舎間での交流も楽しんでいました。 

 

～生徒会長紹介～ 

杉坂
すぎさか

 惇
あつし

（ 3年 ） 

【意気込み】 

自分の経験値をあげる活動をたくさんしていきた

いです！ 

【自校舎の好きなところ】 

校舎の周りは自然豊かで先生、先輩、後輩の距離

が近く、みんな仲が良い環境です。  
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 星槎国際大阪 （生徒会役員 6名） 
 

202１年度の生徒会テーマ 

≪テーマ≫ ☆★４S★☆  

 4つの「Ｓ」から始まる英語 

「～Seisa Special Shine Students～」 

星槎の生徒たちがスペシャルで輝く姿を目標

に、コロナ禍でもできる生徒同士の交流や地域へ

貢献できる活動を考えています。目標達成できる

ように、そして皆を引っ張っていけるように生徒

会の皆で頑張ります！  

 

生徒会活動紹介・部活動紹介 

軟式野球部は、高等学校定時制通信制総合体育大

会の公式試合に出場しました。コロナ禍でなかなか練

習ができない中でしたが、素振り練習したり、声を掛

け合ったりと皆で協力し、部員一丸となって試合に臨

むことができました。 

秋にも大会があるのでさらに団結して大会に挑み

たいと思います！ 

 

「うちの学校のここが面白い！」 

～大阪オリジナルDIYフリースペース～ 

2階の一角にスター〇ックス風スペースがあり

ます。木目柄の壁は全て手作業で先生方とコツコ

ツ完成させました。集中して勉強をしたり、本を読

んだり、生徒同士でくつろいだり・・・と休み時間に

大人気！気分転換ができるお洒落なフリースペー

スです。 

ほっと一息つきたいときは是非！ 

スター〇ックススペースに Let‘ｓ go♪ 

  

～生徒会長紹介～ 

水谷
みずたに

 紗
さ

弓
ゆみ

（ ３年 ） 

【意気込み】 

生徒会長として責任を持ち、生徒の皆さんが楽

しいと思える学校生活を創ります！  

【自校舎の好きなところ】 

お喋りダイスキ！（笑）大阪ならではの面白い先

生方がいて、毎日どこかで笑い声が聞こえてく

る星槎国際大阪が大好きです。 
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 星槎国際広島 （生徒会役員 13名） 
 

202１年度の生徒会テーマ 

≪テーマ≫ 各々が生徒会役員としての自覚を持つ 

 新型コロナウイルスの影響で様々な行事が中止・延

期となりました。思うように学校生活を送ることがで

きない中でも、生徒の皆さんに楽しんでもらえるよ

うな校舎を目指します。そして、各々が生徒会役員と

しての自覚を持ち、未来へ繋ぐ生徒会活動を送って

いきたいと思います。  

 

生徒会活動紹介・部活動紹介 

本生徒会では、７月２６日に「テーブルゲーム大会」を

開催しました。今年度から生徒会役員となった生徒が

多く、ほとんどの人にとって初めての企画になりました

が、新型コロナウイルスの影響で準備する時間がない

中、それぞれの担当グループで話し合いを重ねながら

準備をすすめました。当日は少人数なりに楽しめる方

法を工夫することができました。そして、次回に向けて

収穫もあり、課題も分かったイベントになりました。 

「うちの学校のここが面白い！」 

星槎国際高校広島の職員室には熱帯魚などの生物

を飼育している生物部のコーナーと、色々な専門学

の本や小説が並べられた本棚がある小さなスペース

があります。人の出入りが激しい職員室にあるので、

生き物を見て癒されたり、何か調べたい時に本を借

りて読んだりと、とても利用しやすいです。 

 本棚には読書ゼミのおすすめの本がまとめられた

冊子が設置されています。 

 生物部のコーナーと本棚には、部員はもちろんのこ

と、部員以外の生徒から寄付された水槽用の置物や

本があり、生徒たちから愛されている場所です。 

 

～生徒会長紹介～ 

坂本
さかもと

 慶
けい

（ ３年 ） 

【意気込み】 

責任ある行動をしていきたいです。 

【自校舎の好きなところ】 

コロナ禍で行動が制限される中、ボウリング大会や

ＬＨＲのレクリエーションで僕たちを楽しませてくれ

る先生方が好きです。  
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 星槎国際高松 （生徒会役員 4名） 
 

202１年度の生徒会テーマ 

≪テーマ≫ ゆりかご～心やすらぐ居場所を～ 

生徒会役員が、学校をゆりかごのように優しく心

地よい居場所にしようということで、４人の名前から

テーマを決めました。 

私たち生徒会役員は、生徒全員が過ごしやすい場所

を作ります。 

 

 

 

生徒会活動紹介・部活動紹介 

昨年度に引き続き、月２回の「高松マイロード」や「エ

コキャップ活動」を行っています。エコキャップ活動で

は６月に１３０９個のキャップが集まりました。 

そして、新たに始めたのが「ベルマーク活動」です。自分

たちの力で学校の用具を買おうということで始めまし

た。まずは、ドッジボールをベルマークで買うことが 1

つの目標となっています。 

「うちの学校のここが面白い！」 

一昨年からの「夏企画」で、毎年恒例の行事があり

ます。学校の前の駐輪場でビニールシートを広げ、そ

の真ん中にはなんと大きなスイカ！！ 

星槎国際高松では打ち水もかねてみんなでスイカ

割りを行っています。卒業生で星槎大学に在学中の

先輩が今年もスイカを持ってきてくれました。 

また、新たにボウリングゼミや釣りゼミなどが増え、

異学年とのコミュニケーションもたくさん取れる機会

が増えています。 

 

～生徒会長紹介～ 

亀井
か め い

 心
ここ

美
み

（ 3年 ） 

【意気込み】 

星槎でよかったと思えるような学校を作っていき

ます！新型コロナウイルスによりできないこともあ

りますが、その中でもできることを行いたいです。 

【自校舎の好きなところ】 

笑い声が絶えないところです。いつも誰かが笑って

います。 
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 星槎国際丸亀 （生徒会役員 5名） 
 

202１年度の生徒会テーマ 

≪テーマ≫ その先の生徒会を創り、繋げる 

今年度の生徒会の目標は生徒会の土台を作り、生

徒会を繋げていくこと。 

全学年での交流を通じて、生徒会企画を立案して

いきたいと考えています。 

 

 

 生徒会活動紹介・部活動紹介 

令和３年度全国高等学校定時制通信制体育大会 

卓球/個人 宮崎 裕翔（3年） 

香川県予選を突破し、全国定通大会に出場し

ました。 

結果は２回戦敗退ですが、実力を出し切った、

悔いの残らない試合ができました。 

 

「うちの学校のここが面白い！」 

星槎国際丸亀は、丸亀駅から徒歩３分の商

店街の中にある学校です。 

星槎国際丸亀の魅力はゼミが楽しいこと！ 

その中でも、星槎大学の安久津先生のバイオリ

ンゼミでは、カノンの楽曲に合わせたオリジナ

ルメドレーを練習中！ 

文化祭のバイオリン発表に向けて頑張りま

す。 

 

～生徒会長紹介～ 

山下
やました

 彩佳
あ や か

（ 3年 ） 

【意気込み】 

生徒会長らしく、みんなに頼られる人になりたい！ 

【自校舎の好きなところ】 

生徒みんながイキイキした星槎国際丸亀の雰囲気

がすごく好き！ 
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 星槎国際福岡東 （生徒会役員 8名） 
 

202１年度の生徒会テーマ 

 全員が誰に対しても区別なく思いやりを持って接

することができるようになることを目標としていま

す。生徒会便りや意見箱を通して、過ごしやすい学校

づくりをしていきます。 

また昨年度に引き続き、ペットボトルキャップやア

ルミ缶の回収を通して、地域の方とのつながりをよ

り強くしていきたいです。  

 生徒会活動紹介・部活動紹介 

【野球部】 

星槎国際福岡中央との合同チームで活動 し、

星槎国際福岡東からは、２年生 1名、1年生4名

が所属しています。今年度の夏季県大会は初戦

敗退しましたが、最後まで諦めずに粘り強く戦っ

たこともあり、秋季県大会へ向けて様々な課題

を見つけることができました。まずは元気に楽し

く初戦突破を目指して頑張っています。 

「うちの学校のここが面白い！」 

【ダンスゼミ】 

K-popダンスを中心に踊っています。参加者は高

校生からダンスを始めた人ばかりなので初心者でも

安心して参加できます。最近では、TWICEや Stray 

Kidsの曲に合わせ踊ってチームワークを深めていま

す。 

【フォトゼミ】 

海の中道海浜公園や筥崎宮など学校外にも写真を

撮りに行きます。撮影した写真は、ゼミのメンバーで

共有していつでも見ることができるようにしていま

す。写真専攻がある大学にも出向き、カメラに関連し

た進学や就職についても学んでいます。  

～生徒会長紹介～ 

安川
やすかわ

 直
なお

輝
き

（ ２年 ） 

【意気込み】 

生徒会長などの責任ある立場に立つのは初めてで

すが、皆と力を合わせながら星槎をより良くしてい

きたいと考えています。 

【自校舎の好きなところ】 

先生方がとてもフレンドリーですぐに力になってく

れるところや全員が周りを笑顔にさせる力をもっ

ているところです。  
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 星槎国際福岡中央 （生徒会役員 7名） 
 

202１年度の生徒会テーマ 

≪テーマ≫ 緑 

理由：コロナで様々な学校行事がなくなり、周

りとの交流が極端に減ってしまいましたが、生徒

同士や地域とのご縁を忘れずに今までやこれか

らを大切にしていく、という意味です。 

 

 

 

生徒会活動紹介・部活動紹介 

ソフトテニス 全国大会出場 

男子:団体戦  1回戦敗退 

女子：個人戦  2回戦敗退 

    団体戦  3回戦敗退 ベスト８ 

福岡県代表として星槎福岡中央からは男女共に 1ペ

アずつ出場しました。 

普段は近場のテニスコートを借りて週 1回～月 1回の

ペースで練習しています。 

「うちの学校のここが面白い！」 

【ラテンダンスゼミ】 

サンバやタンゴ、ボレロなどの南米や、その周

辺の地域にある様々なジャンルのダンスを踊る

ゼミです。 

完璧に踊ることよりも、楽しんで踊ることを目

的にしているので、ダンスの経験がない人でも気

軽に参加できるのがラテンダンスゼミの特徴で

す。 

 

～生徒会長紹介～ 

中川
なかがわ

 水月
み つ き

（ ３年 ） 

【意気込み】 

一人一人が楽しめる土台作りをしていきます。 

【自校舎の好きなところ】 

年齢関係なく関わり合えるところがいいところ

です。 
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 星槎国際北九州 （生徒会役員 4名） 
 

202１年度の生徒会テーマ 

≪テーマ≫ 開花～みんなで作る生徒会～ 

今年度、生徒会メンバーも新しくなり、北九州生徒

会にとって、新しく生まれ変わる 1年にしていきた

いと思っています。これまで以上に、学校全体で生

徒会の形を作っていきたいです。 

 

 

 

生徒会活動紹介・部活動紹介 

今年、校舎のキャラクター製作をイラスト・マンガゼミ

に依頼し、製作しました。また、そのデザインを用いて、

現在ハンドメイドゼミの先生と一緒に、シルクスクリー

ンを使って生徒会 Tシャツを製作しています。 

  Tシャツ完成後は、学校でのイベントや、校外でのボ

ランティア活動などで着用していきたいと思います。 

 他にも、ペットボトルキャップを 500個を目標に回

収しています。 

「うちの学校のここが面白い！」 

【スポーツゼミ】 

担当 山田 寿光先生 

・体を使った運動だけでなく頭を使った活動（チェス） 

などを取り入れ、遊び・ゲームから本格的なスポーツ

まで、校外活動も豊富で生徒一人一人に合わせた授

業内容になっています。 

【クッキング&ライフゼミ】 

担当 前田 兆子先生 ・ 池山 奈帆先生 

・フードコーディネーターの経験から調理法や食材の

保存方法、生活の基盤となる片づけ方・準備、綺麗な

盛り付けを分かりやすく丁寧に指導してくれます。 

 

～生徒会長紹介～ 

小寺
こ で ら

 勇人
ゆ う と

（ 3年 ） 

【意気込み】 

新型コロナウイルスの影響により出来る事が限られ

ていますが、今出来る事を取り組んでいきます！ 

【自校舎の好きなところ】 

生徒全員が個性豊かで十人十色 
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 星槎国際沖縄 （生徒会役員 6名） 
 

202１年度の生徒会テーマ 

≪テーマ≫ 飛翔〜楽しむ・繋がる〜 

  私たち生徒会役員は生徒のやりたいことを実現

するために新しく「生徒の目安箱」設置を考案してい

ます！また災害における減災・防災対策におけるツ

ール作成を行い高校生の視点から地域の方へ発信し

ていくことを取り組んでいきます。 

 

 

生徒会活動紹介・部活動紹介 

星槎国際沖縄「バスケットボール部（男子）」は、

2021年6月6日（日）に開催された、沖縄県高等学

校定時制通信制夏期大会に出場し、例年の高い壁と

なっている強豪校と対戦し粘りの勝利により 12 年

ぶりの優勝を果たしました。また 8 月 23 日（月）か

ら開催された全国高等学校定時制通信制体育大会で

はベスト 8になる大活躍を果たしました！ 

「うちの学校のここが面白い！」 

おきなわ探検ゼミの活動を紹介！博物館や遺跡等

の文化施設などを巡りおきなわの魅力に迫るゼミと

なっています。写真は沖縄市室川にある室川貝塚、室

川井泉に探検したときの様子です♪はじめは入り口

がどこにあるか分からず、警備員さんに助けを求め

て入り口を発見し、そこから奥へと進むと隠された秘

境がありました。ここから出ている水は枯れたことが

なく、「室川」という地名の由来になっているそうで

す。おきなわの文化や歴史を実際に探検を通して学

びに繋げることができます！ 

 

～生徒会長紹介～ 

新垣
あらかき

 琉華
る か

（ 2年 ） 

【意気込み】 

初心を忘れず何事も全力で取り組みます♪ 

思い出に残るような学校生活を送ってもらえるよ

う精一杯頑張ります！ 

【自校舎の好きなところ】 

自分のやりたいことができ、それを先生方がサポー

トしてくれるところです！  
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 星槎国際那覇 （生徒会役員 4名） 
 

202１年度の生徒会テーマ 

≪テーマ≫ 「未来へつなげる人との繋がり」 

・地域とつながり地元に根付く活動 

（商店街や近隣小学校等、地域ボランティア） 

・継続的に那覇校舎の良いところを発信 

 （自由な活動や人との繋がり、居場所作りができる

校舎を発信する） 

  

 

生徒会活動紹介・部活動紹介 

「街歩き」 

新入生歓迎会の際のメインイベントとして、在

校生と新入生を混ぜ合わせた 3グループで近

隣の歴史ある商店街「栄町」をフォトラリー形式

で訪れました。あらかじめ許可をとった場所を

写真スポットとして、その写真をより多く撮り集

めたチームが優勝というシステムです。 

どのチームも想定より多くの写真を撮っており、

新入生と在校生の間には笑顔がありました。 

「うちの学校のここが面白い！」 

【アートデザインゼミ】 【音楽ゼミ】 

常識に囚われないプロの先生方が担当しているア

ートデザインゼミと音楽ゼミを紹介！！ 

特徴としては、両ゼミともフリーダムだけどアナー

キーにならない雰囲気が魅力です。 

音を楽しみ思いをアートに込め、好きなことを好

きなように好きなだけできる授業です。 

上手いも下手も関係なく音楽やアートの力を借り

ることでコミュニケーションがとれたり、思わぬ化学

反応が起きたり、そこから「次はこれをやりたい」が

生まれる。そんな自己実現という将来に活きる学び

が得られます。 

 

～生徒会長紹介～ 

宇根底
う ね そ こ

 晴
はる

矢
や

（ 3年 ） 

【意気込み】 

「まくとぅそーけーなんくるないさー(真のことをす

ればなんとかなる)」精神で、やっていきます！ 

【自校舎の好きなところ】 

栄町という商店街が隣にあり、友人とたまに沖縄

そばを食べに行けるところです。  
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 星槎もみじ中学校 （生徒会役員 6名） 
 

202１年度の生徒会テーマ 

≪テーマ≫  新しい星をつくろう！ 

  

今までにやったことのないような活動やイベントを

企画、実行していき新しい星（星槎）を作っていこう

という意味を込めています。 

 

 

 
生徒会活動紹介・部活動紹介 

同じ校舎にある本部校の生徒会と何か一緒に活動し

たいという意見もあって、挨拶運動を始めました。挨拶

運動では挨拶の大切さを改めて実感するだけでなく、

高校生と交流できるいい機会になったかなと思いま

す。挨拶運動だけにとどまらず、今後も高校の生徒会

と連携して中学生と高校生が共にできる活動やイベン

トを企画し運営できればなと思います。 

「うちの学校のここが面白い！」 

星槎もみじ中学校では、「クロスタイム」というもの

が始まりました。6 時間目の授業を自分で選ぶ形で、

前年度人気だったもみじタイムや基礎・応用と習熟度

に応じた授業や美術の補習もできたりします。学年の

壁がないので他学年と同じ授業を受けることがで

き、とても新鮮です。美術、技術では休んでしまった

分の遅れを取り戻すことができるので安心です。クロ

スタイムは多様性があり自分の取り組みたいことに合

わせてくれるのはもちろん他学年と交流できる場で

もあり楽しい授業です。クロスタイムでは、部活動もで

き勉強だけではないのも魅力的です。 

 

～生徒会長紹介～ 

古川
ふるかわ

 恵一
けいいち

 （ ３年 ） 

【意気込み】 

最後まで頑張ります！よろしくお願いします。 

【自校舎の好きなところ】 

iPad を駆使しての授業や個人に合ったペースで勉

強できるようにカリキュラムを組んでくれます。学校

全体の雰囲気が明るいので穏やかに過ごせます。 
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 星槎中学校 （生徒会役員 8名） 
 

202１年度の生徒会テーマ 

≪テーマ≫ アイデアを形に 

 今年度の生徒会役員は、アイデアマンが揃っていま

す。コロナ禍の中で、どう工夫すればそのアイデアを

形に出来るか、先生たちも一緒になって考えていま

す。迫ってきた任期満了までに、より多くの「やりた 

い！」を形にしていきたいです。 

 

 
生徒会活動紹介・部活動紹介 

６月１８日（金）、六月祭が開催されました。今年度

はオンラインという強みを生かし、同日に開催され

た星槎高等学校での六月祭と連携し、事前に zoom 

でブース立案の会議を行いました。また、生徒会と

してスタンプラリー・保護者向け Youtube 生配信

の実況中継・校内ブース紹介放送・開会式オープニ

ング動画といった企画を進行し、成功する事が出来

ました。 

「うちの学校のここが面白い！」 

【星槎中学校大磯教室】 

大磯教室は、自然豊かで相模湾が見渡せる神奈川

県大磯町にあります。校舎の１階は星槎グループの本

部があり、２階を中学校として使っています。敷地内

に星槎国際湘南があり、スポーツ専攻の高校生たち

とも交流があります。 

部活動は「２人以上で好きな事に取り組む」という

素敵なルールの基、主にインドア(室内)とアウトドア 

(屋外)に分かれて活動しています。学年を超えて楽し

く学校生活を送れるのも、「好きな事」から集まった仲

間がいるからこそです。 

 

～生徒会長紹介～ 

石
いし

郷
ごう

 友
ゆう

都
と

（ ３年 ） 

【意気込み】 

元気で、笑顔の溢れる学校を目指しています。 

【自校舎の好きなところ】 

音楽室です。自分の好きな楽器がたくさんあるから

です。昼休みの開放や授業で使用しています。 
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 星槎名古屋中学校 （生徒会役員 8名） 
 

202１年度の生徒会テーマ 

≪テーマ≫ 十人十色 

十人十色は、好み、思想、性格などが人によって違

うことを言います。今年は、星槎名古屋中学校の生

徒たちは、いろんな個性を持った、生徒たちの集まり

です。普段の学校生活や、星槎祭などの行事で互い

の色（個性）を認め合って、助け合いながら自分の色

を発見できる一年にしていこうと思っています。 

 

 

 生徒会活動紹介・部活動紹介 

＜生徒会活動＞ 

生徒会活動では、先生が元サッカー選手でもあり、

縁あって女子サッカーの試合運営ボランティアに行き

ました。 

コロナ禍で、例年よりボランティアの人数が少な

く、自分たちの役割がたくさんありました。特に、普段

はできないであろうボールパーソンや担架隊員など

貴重な仕事を体験することができました。 

「うちの学校のここが面白い！」 

星槎名古屋中学校は ICT学習がとても進んでいま

す。生徒全員に iPad が配られており、便利なアプリ

や機能が沢山あります。その中の１つを紹介します。 

それは MetaMoji です。１つのアプリに授業ノー

ト、ワーク、配布物など本来であればプリントとして配

られるものがほとんど入っているので、とても管理が

楽です。それにMetaMojiの機能には、手書き・テキ

スト入力をすることができたり、写真や動画をメタモ

ジ内に貼れたり、自分でデータを作れたりすることが

でき、とても面白いです。他にも色んな学習アプリや

機能があり、効率的な勉強ができると思います。他の

学校でも ICTを導入されたらいいなぁと思います。 

 

～生徒会長紹介～ 

江波
え な み

 大樹
た い き

（ ３年 ） 

【意気込み】 
役員全員で協力しあって、コロナ禍だからこそできること
を考え、名古屋中を盛り上げていけるよう、精一杯頑張り
ます！！ 

【自校舎の好きなところ】 
数多くの部活動やゼミ活動、レクリエーションなどの他学
年と交流する機会が多くあり、学年の壁を感じることが
ない賑やかで楽しい校風なところです！ 
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