
星城高等学校正門より 星城高等学校正門より 

学園創立65周年・創立者生誕100周年 －星城高等学校新校舎完成－ 
 

学生が主役となり先進的な環境で快適に学ぶ 
－（就職） 学園全体で就職活動を支援し積極的に求人企業を開拓をしています 
中高一貫教育の実践のために －星城中学校・仰星コース－ 
総合学園だからこそ実現できる －星の城幼稚園の35周年記念講演会－ 
星城大学経営学部で学びながら星城大学リハビリテーション学院で取得できる理学療法士 
名古屋石田学園の各学校を巣立って活躍している同窓生をシリーズで取り上げます 
地域貢献・人材育成の新たな連携として発足しました 
学園トピックス、2005年度決算報告 
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特集 新校舎のコンセプト「快適」、「安心・安全」 
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［魅力ある星城大学］ 
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星 城 高

アトリウム（全館吹き抜けの中央ホール） 

修徳館（体育館）落成記念バスケットボール技術講習会で 

指導する岩屋睦子（第24回生）（右） 

特
集 

創立者「石田 　徳」 
生誕100周年 

快適な学習環境 

SEIJOH HIGH SCHOOL

本学園創立者石田徳先生は明治38年3月18日に御

誕生になられ、昭和50年12月に69歳で逝去された。今年

で生誕100周年となりました。 

星城高等学校設立の構想が創立者石田徳先生の

頭の中に浮かんだ昭和34、5年頃、高校設立の構想と同

時に大学設立構想や「自分は100歳まで生きる」という話

題を度々、創立者から聞かされました。その当時の私は創

立者の将来の夢、長生きしたいという意味に取っていました。 

「天寿を全うする」という天寿とは120歳の寿命といわれ

ます。早稲田大学の創立者大隈重信公は更に5年延ばし

「人生125歳説」を唱えられ、「人間の精神の強さと高い志

を持つことが生命の根本である」と訴えられ、シンボルの大

隈講堂時計塔は125尺と言われています。 

また、管仲の「管子」の中の言葉「一年之計、莫如樹穀、

十年之計、莫如樹木、終身之計、莫如樹人」等々、先哲の

教訓を知るにつけ、あの頃の創立者の胸中を察すること

ができました。創立者は、自分の教育哲学・建学の精神を

具現し、100年後に活躍している生徒の姿を思い描いてお

られたものと確信をするようになりました。 

創立者は「開校当時の想い出」の中で「…私たちが日々

生活していることは見えざる偉大な力、加えるに家庭、およ

び社会から受ける恩恵があるからである。この事実を先ず

もって厳粛裡に認め報謝の至誠を尽くすこと。教育は旧来

の陋習（ろうしゅう）と惰眠の上に定着してはならない。日々

新たに、その目標に向かって全身全霊を傾けた生活体験

によって文化の創造に邁進すべきである。教育は広く高く、

かつ深く研究することによって世界観の確立を期すること

である。本校はかかる目的のもとに…」と開校の旨を式辞

で高らかに述べられています。 

わが名古屋石田学園は大学をも設立し、形だけは整っ

たものの創立者の目指した建学の精神の具現・樹立には

まだまだ至ってはいません。 

創立60周年にあたって、私は建学の精神をベースに「第

二建学宣言」「①礼節・感謝、②自修的努力、③社会貢献」

の教育理念を掲げています。 

戦後60年、豊かな物質文明の陰で、精神の混迷化した

現在の日本社会。21世紀に生きる青少年が真に幸福で平

和な中で、家庭、地域社会、日本、そして、世界に貢献できう

る能力を身に付けさせることこそ急務です。今こそ創立者

のめざした100年後の人材育成の原点に帰って、建学の

精神の高揚に努めなければなりません。 
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学校法人 名古屋石田学園 

理事長・学園長　石田 正城 

本学の第二建学宣言の一項目に、「自修的努力」があります。

その自修的努力を支え、追求しやすい学習や学校の環境を考え、

その整備を行いました。 

南棟の普通教室は、第2東名道路を背景に眺望の良い明るい

配置となっており、インターネットや学内LANも構築された学習環

境となっています。このことでインターネットを活用した授業展開も

可能となり、また生徒自身も休み時間や、授業後に大学等の進路

などの検索が自由にできるようになりました。 

図書館や、読書室も管理棟の4階・5階に配置され、自学自修に

没頭できる環境が整備されるとともに、図書館の蔵書の活用やイン

ターネットによる検索環境も整いました。 

体育施設として、

新たに柔道場、剣

道場を兼ね備えた

体育館（修徳館）も

完成し、既設の体

育館（明徳館･積徳

館）に加え、3つの

体育館が整い授業

や、学校行事、部活

動に利用できるよう

になりました。 

学習面で、スポー

ツ面で、それぞれに

「がんばり汗を流す」。

それは自らが学ぶと

いう自修的努力です。

それに答える環境

ができ上がりました。 

等 学 校  

調べ学習が出来る環境をもつ図書室。 

最新の設備を整えた、最適な環境の情報処理教室。 

北側から望む、校舎全景。 空間をぜいたくに使い、展示されている芸術作品。 

星城中学校校舎 

「オンフルールの旧港」高橋文平 作（第1回生） 

開放的なアトリウム 

「星城美術館」 

中高一貫教育 
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6年間で学習面、人間形成面でどのような指導過程をとり、どのような人間に育てていくのかを常に考えています。 

学習面では、英数国を中心に、学習指導計画とシラバスの充実に力を注ぎ、各学年での到達目標を明確にし

ています。目標と筋道を示す学習は、家庭学習や自主的な学習を促すナビゲーターとして働いています。 

人間形成面では、行事を6ヵ年の発達段階に応じたものとし、適切な時期に実施しています。目標はこれまでの

経験を生かして設定しております。 

来年、開校15周年を迎えるにあたり、「確かな教育」が、6年後の大きな成長を約束できるよう、さらなる充実、新

たな取り組みをしていきたいと思っております。 

高くそびえる校舎、星城の二文字、開放的なアトリウム、明るい教室････。

すべての施設が完成するのは来春ですが、校舎棟は一足早く完成し、

秋の新学期から活用します。新校舎のコ

ンセプトは、「快適」、「安心･安全」をベー

スに明るい楽しい学習環境づくりとしました。 

生徒の学習環境を重視し、普通教室

はすべて南側の校舎棟に配置し、また、

北棟の実習教室もアトリウムからの採光と

北側からの採光で使いやすい教室となっ

ています。職員室は学年制を採用し、管

理棟の2階、3階にそれぞれ生徒との相

談コーナーなどを配した余裕のある明る

い快適な環境となっています。 

校舎の特色は、なんといっても「アトリウ

ム（吹き抜けのホール）」です。登校してく

る生徒を毎朝この開放的なアトリウムが

出迎え、明るく元気な気持ちを湧き立た

せてくれます。このアトリウムを取り囲むよ

うに教室･廊下やギャラリーを兼ねた広い

渡り廊下があり、休み時間には、生徒のい

こいの広場となります。 

校舎の新設にあわせ、学校を文化の発信地と

構想し、星城美術館を設けました。校舎を取り囲む

ようにその東西南北の各庭園に各種の彫刻を展

示し、校舎内のアトリウムには各階にギャラリーを設

け、絵画や彫刻、工芸品を随所に展示しています。

在校生や訪れる方 に々本物の芸術作品に触れて

欲しいという思いをこめて開館しました。同窓生の

作品を中心に、世界的な芸術家、郷土や学園ゆか

りの芸術家の作品を数多く展示しています。今後

このスペースを活用し、所蔵品を公開し、卒業生の

作品展、個展なども開催していきたいと思います。 

また、このアトリウムは今後、学園祭など生徒のい

ろいろな活動の発表の場や、地域の方 の々交流活

動、各種の行事など、多様な活用を図っていくコミュ

ニケーション広場としていきます。 



「星城大学」というキーワード 

 

星城高等学校生へ 
―内部進学の利点― 

100％の就職に向けて学園全体でサポート 

星城高等学校出身の先輩は毎

年多数星城大学へ入学をしてい

ますが、部活動で活躍している学生、

学生会やボランティアで活動して

いる学生の中心的存在として星

城高等学校出身生が多くいます。

硬式野球部、柔道部などは今後

楽しみなクラブです。部活動・サ

ークル活動に身をおき、4年間充

実した学生生活を送ってください。 

内部推薦進学制度 

星城高等学校から星城大学へ

毎年100名前後の生徒がこの制

度を利用して入学しています。入

学に際して奨学金制度の特典も

あります。（P7参照）高校3年生の

早い時期に大学説明会や、オー

プンキャンパスを開催し、大学の

概要を知っていただく機会を数多

く設けています。ぜひともご参加

下さい。 

第一期生の「今」をウォッチング 

星 城 大 学SEIJOH

UNIVERSITY

 

星城の学びを社会に還元し、あなたが永遠に輝き続けることが星城大学の願いです 
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近藤　祐子　（第一期生） 
日本国土開発株式会社　営業部営業管理チーム 
部署人数：3名（男性1名・女性2名） 
業務内容：入札書など書類作成、電話・来客応対、 
　　　　 営業サポート 

― 社会人になって5ヶ月ほど過ぎましたが、現在の心境をお聞かせ下さい。 

大学時代は、大学の講義の他は部活（バレーボール）とアルバイト、ど

ちらも4年間続けました。「継続は力なり」です。社会人となった今、アルバ

イトからは、接客を通して人との接し方や、電話応対など特に声の接客の

重要さを感じ、如何に元気さと笑顔を声に出すかを学んだと思います。

部活からは、やはりチームプレー、これに限ると思います。これらは社会人

として第一歩を踏み出した私にとって非常に役に立ったことだと思います。 

― 就職活動はいかがでしたか。 

3年生の冬から4年生の12月までアルバイトも部活も続けていましたので、

午前中に会社訪問をしてスーツのまま練習に向かったりしていました。今

の会社の就職試験の時に、靭帯を切って入院をしてしまい、試験日程を

ずらしていただいた上に松葉杖をつきながら試験会場に向かった記憶

があります。 

― 近藤さんは、星城高等学校から星城大学へ進学されていますが、 

　良かったと思う点は何ですか。 

友達がいっぱいいることです。大学の人間関係は希薄で、友達を作る

のが難しいと思いました。 

― 後輩へ 

会社選びは重要だと思います。何が自分にとって良い会社なのかを見

際めること。自分の力を伸ばせる会社なのか。雰囲気が良い会社なのか。

自分のまわり（同僚や先輩）など会社の雰囲気は重要となります。会社訪

問をする時に、雰囲気が合う会社を見つけられれば良いと思います。 

星城大学には経営学部とリハ

ビリテーション学部の2学部があり、

経営学部ではコンピューターの知

識と技術を高める教育と、社会に

出て即戦力となれるような実務実

践型の授業を展開しています。

今年度から教職課程取得が可

能になり、今40名ほどの学生が教

員を目指し勉学に励んでおります。 

また、経営学部一期生の就職

率は98%という高い数字を残し、

今年の4年生も一期生に負けな

いよう就職活動に取り組んでいます。 

リハビリテーション学部では理

学療法士と作業療法士を目指す

学生が、基礎医学の分野から専

門分野に至るまで難しい

学問に取り組んでいます。

彼らは国家試験合格と

いう目標に向かって1年

生から意識を高めています。 

星城大学は教員との

距離が近く、学生一人ひ

とりを大事にする大学です。 

■キャリアサポート 
2年生後期から3年生後期まで、平常授業で就職試験対策（筆記
試験）として週1回、全45週にわたって講義が行われます。英数国
の基礎学力・一般常識等の問題に取り組みます。 

■3年生全員を対象に就職面談 
就職部職員が3年生全員を対象に学生がどんな業種・職種を希

望しているか面接します。面接結果はゼミの教員にフィードバックし、
教員と就職部が一体となって個々の就職をバックアップします。 

■客員教授による就職指導 
企業で活躍した客員教授が総勢13名在籍し、履歴書のチェック・
模擬面接・企業紹介等をしています。 

■学内合同企業説明会 
就職活動が間近になる3年次以降に、就職対策講座（就職マナー
等）、学内企業ガイダンス（業界説明）、学内合同企業説明会（7月・
3月）を開催し、学生と企業を直接、結びつける活動をしています。
また、大学就職部だけでなく、名古屋石田学園全体のネットワーク
が学生の就職を応援しています。 

■各種資格講座 
経営学部では副専攻として「初級シスアド」「販売士」「TOEIC」
の各資格講座を実施し、また「公務員講座」や「大学院進学講座」
も実施しています。第一期生では「名古屋大学」「名古屋市立大学」
「県立広島大学」の大学院へも進学しています。 

■リハビリテーション学部学生の就職 
リハビリテーション学部は年1回求人説明会を開催しています。
経営学部とは様相も異なり、1人あたりの求人数も10件程度あり、
100%の就職率を維持しています。 

「部活」と「アルバイト」から学んだこと 

 

富士山 登山 

 星 城 中 学 校  SEIJOH
JUNIOR HIGH SCHOOL

人に優しく、自らに厳しく、逞しい心を育てる 

星 の 城 幼 稚 園  HOSHINOSHIRO
KINDERGARTEN

＜創立35周年＞総合学園の特色を活かして、専門学校の講師が講演 

 

内観研修 

 

幼稚園を取り巻く環境 

 

創立35周年記念講演会 

 

今年度も、7月6日～8日、2泊3日の行程で富士登山へと第2学年が

行ってまいりました。 

初日の行程は、河口湖でのカヌー体験。ここでは、3人1組となり、救

命胴衣の付け方から、漕艇の基本技術まで教わりました。始めはボ

ートを岸から離すのにもひと苦労といった様子でしたが、約3時間の

体験の間、最後にはレースをするまでに上達しました。 

翌日、富士山5合目から元気に登山を開始。心配された天気もまず

まず良好で、友人同士励ましの声を掛け合い、午後5時頃には全員

が第1の目標である8合目に到着しました。 

睡眠不足からくる高

山病や足の痛み。それ

らをこらえ、自分の限界

にチャレンジし、山頂でご

来光を拝もうと、さらに上

の目標、9合目を目指しま

した。山頂『剣が峰』には、

3分の1の生徒が登頂に

成功しました。 

「建学の精神」の一つ「報謝の

至誠」を具現化するための学校

行事として、中学校1年生の夏に

5泊6日の内観研修を行っています。

研修では、0歳から年ごとに区切

って現在に至るまで思い出し、調

べていくのです。そして研修中は

一切話さず無言で一心不乱に自分自身のことを調べ上げ、その結

果を、生徒一人ひとりが和尚様との一対一の面接で報告します。和

尚様はその報告をしっかりと聞いて下さり、報告が終わるとまた次の

年について調べるように指示を下さいます。内観を続けていくと、生

徒自身が「していただいたこと」

や「迷惑をかけたこと」はたくさん

あっても「して返したこと」はほと

んどないことに気づかされ、両親

を始め、お世話になっているすべ

ての事物に対して感謝の念をより

一層強めていくことになります。 

ここ数年で幼稚園教育を取り巻く環境は、大きく変わろうとしていま

す。「母親の育児負担の軽減」などが、少子化対策につながるとして、

構造改革特区で認めている幼稚園の2歳児入園が来年度から全国

に拡大されます。就学前の子どもに関する教育、保育の総合的な提

供の推進として『認定こども園』制度がこの10月から施行されます。

また、この4月には文部科学省は幼児教育振興アクションプログラム（素

案）で、幼稚園教育の条件整備に関する国の施策が示され、その中

では幼稚園と小学校の連携を推進するとともに、未就園児の円滑な

幼稚園就園を進めることにより、幼児

の発達や学びの連続性を踏まえた

幼児教育の充実を図るとしています。

一方豊明市に目を向けてみますと、こ

こ10年で外国人（主にブラジル人）が

約1000人増加しています。通訳が必

要となっている保育園もあります。自

治体との対応、また多様化する保護

者のニーズにどう対処していくか、課

題となっています。 

「歩くということ～くつは足のお友だち～」 
　  星城大学リハビリテーション学院 理学療法士 三宅わか子先生 

歩くということは、一生使う移動の手段です。姿勢と運動の発達は

1歳までが著しく、立って歩くということは足だけで体重を支えていくこ

とです。1歳をすぎると生涯立って歩くことになります。生後5ヶ月から2

歳ごろまでが足が最も伸びる時期で、その後伸び方は減少していき

ます。足が大きくなることは骨の成長によるものですが、こどもの足は

足幅が広く、指の部分が扇型、土踏まずが未形成です。骨格の基

本は6歳頃決まり、しっかりとした骨になるまでには14～16年ほどかか

ります。あわない靴を履いていると外

反母趾、偏平足、凹足などになり

やすくなります。良い靴の選

び方は、つま先はやや広く

余裕のあるもの、足首くら

いまでの深めのものでくる

ぶしを包み込むもの、地面

からの衝撃を吸収でき滑り

にくい靴底が良いでしょう。 
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星城大学リハビリテーション学院 
SEIJOH

REHABILITATION

ACADEMY

頑張るダブルスクール生 

入試情報 

法 人 本 部
NAGOYA ISHIDA

EDUCATIONAL

FOUNDATION

環境づくりを支援 
過日の新聞報道によれば、「大学の4割

が定員割れ」との掲載があり、大学に限ら

ずいよいよ少子化による学生・生徒の需要

と供給過剰による競争の激化が全国的に

顕在化し、学校運営は厳しい環境下にあり

ます。 

当学園は、幸い真摯な教育の実践と父

母の皆さんのバックアップなども相俟って堅

実な運営が行えていると言えます。時あた

かも、創立者生誕100周年及び学園創立65

周年の伝統と蛍雪の重みを踏まえ、石田理

事長から第2の建学宣言を発したところで

あります。「21世紀に生きる青少年が真に

幸福で平和な中で、家庭、地域社会、日本、

そして世界に貢献できうる人材育成を目指

せる教育理念」を具現でき得る環境づくり

を組織的・総合的に支援していきます。 

法人本部としては、 

1．お互いが支援し合う絆と一体感の醸成

強化を踏まえ、学園各部門の持ち味を活か

した学園の総合力を発揮し、内外へ存在

感を高めていきます。 

2．内にあっては、中長期視点に立った諸

課題への取り組みを強化し、マスタープラン

と各年毎のアクションプログラムづくりをキッ

チリとし、豊かな学びを保証する学園として

の役割の明確化と学園のベクトルづくりに

努めます。 

3．また外に向けては、特に、産官学交流

サロン・星城懇話会・オープンカレッジ等を通

じ、地域社会の一員としての立場をより鮮

明にし、地域とのコミュニケーションを図り地

域の活性化・地域貢献型の学園を目指して

いきます。 

 

リニューアル星城 

名 英 図 書 出 版 協 会  
MEIEI BOOKS

PUBLISHING

ASSOCIATION

事業部（名英図書出版協会）の主な事業に「学園内印刷物の

制作」があります。今年度も、各部門の案内パンフレットに事業部が

関わりました。広報物は「目を釘付けにする」「手に取りたくなる」「中

を見たくなる」などの要素が、制作に要求されます。しかも学校法人

ですから、「品格」をないがしろにできません。 

そんな条件下、担当先生方のご協力により大学、高等学校、中学

校のそれぞれの新しい「学校案内」が揃いました。是非、手にとって、

誇りを感じてください。 

内部進学・奨学制度 
―学生・生徒を支援しています― 

星城大学生が夜間専門学校に通ってい

ます。大学で経営学を学びながら医療資格

を目指す学生は、3年生7名・2年生7名・1年

生11名。大学での学年は2～4年生とさまざ

まですが、昼と夜1日中勉強して下校するこ

ろは疲れと充実感で一杯なのではないでし

ょうか。 

「奨学制度」 

ダブルスクール生に対して大学と連携し

て学費を支援しています。星城大学の学生

には専門学校

の入学金と授

業料の一部を

奨学金として

支給されます。

（P7参照）大学卒（学士）と理学療法士の

資格を目指し頑張る学生への支援制度です。

一言で「頑張る」と言っても同じ年代の友

人がアルバイト等自由に時間を使っているこ

ろ学習し、帰ってからも多くの復習をするのは、

単に「資格」を得るだけでなく「人格」をつ

くることにも役立ってい

るのではないでしょうか。 

 

 

「AO入試」 

この入試の趣旨は

「筆記試験や高校等

での学業成績だけでは見ることができない

受験生の能力・適性や意欲、目的意識など

を志望動機書や面談・討論などを通じて多

面的に把握する。」という点にあり、Ⅱ部（夜

間）を志望する社会人や大学・短大・専門

学校等の卒業者に適した入試方法です。 

「大学・専門学校併願特別制度」 

高校生の

ニーズに対

応する制度

として実施

しています。

専門学校に「合格・入学手続き」した受験

生が星城大学に「合格」した場合、専門学

校に納めた「入学金・学納金」全額を星城

大学の「入学金・学納金」に振替ます。（併

願可の推薦入試・一般入試に限ります。）

学費の心配をせずに大学へもチャレンジで

きます。（詳しくは募集要項をご覧下さい） 

星城懇話会  
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■入学検定料の免除と入学金全額を奨学金とし
て給付 

①内部進学志望の星城高等学校の生徒で②
推薦基準テストに合格し③星城高等学校長の
推薦がある生徒④9月期志願者 

■入学金の一部を奨学金として給付 

①進学志望の星城高等学校の生徒で②推薦
基準テストに合格し③星城高等学校長の推薦
がある生徒 

■入学検定料の免除 

①推薦基準テスト受験者②星城高等学校長の
推薦がある生徒 

学校法人名古屋石田学園では、本学園に在籍す

る学生・生徒に対して、各種の奨学生制度を設け、

内部での進学、モチベーションの高い学生を支援

いたします。また家庭での教育費負担にも配慮し

ています。 

（父） 
 
 
 
（子） 

なんと言っても制服がカッコ良かった。紺色にサイドベンツ、当時として
は斬新的でした。 
先生方も自らが学校を、校風を培っていくのだという思いが強く、皆さ
ん張りきってみえました。 
韓国への修学旅行。いろいろなことがありました。 

星城大学 

■入学検定料の免除と入学金の半額を奨学金と
して給付 

①内部進学志望の星城高等学校の生徒で②
推薦基準テストに合格し③星城高等学校長の
推薦がある生徒 

星城大学リハビリテーション学院 

■入学金を奨学金として給付、授業料の半額を
奨学金として給付（大学在学中） 

①星城大学の学生で②星城大学長の推薦が
あり③特別推薦入試に合格した学生 

■入学金の半額を奨学金として給付 

①星城大学の学生で②星城大学長の推薦が
あり③一般入試に合格した学生 

星城大学と星城大学リハビリテーション学院の 
併習者（ダブルスクール生） 

■入学検定料の免除と入学金のうち5万円を奨
学金として給付（入学金15万円） 

星城中学校生徒 

■入学金のうち10万円を奨学金として給付（入
学金10万円） 

星城高等学校卒業生・在校生の弟妹 

星城高等学校 

■入学金のうち10万円を奨学金として給付（入
学金10万円） 

星城中学校の在校生の弟妹 

星城中学校から星城高等学校へ進学した在校
生・卒業生の弟妹 

星城中学校 

子／谷澤寛幸 
（星城高等学校 第28回生） 

 

父／谷澤幸次 
（星城高等学校 第2回生） 

星城二代 
～父から子へ～ 

内部進学・奨学制度 内部進学・奨学制度 
―学生・生徒を支援しています― ―学生・生徒を支援しています― 

学園創立65周年 シリーズ① なるほど！知っ得

地域貢献・人材育成の新たな連携 

星城懇話会  星城懇話会  
学園が所有する教育力や知的財産、学園の施設、各界との繋がりなどを

地域や会員の皆様にご利用、ご活用いただき、相互交流や連携を通して、共

に発展していきたいと考えています。各種文化的行事の開催・講演会・企業

研修・公開講座の開催、会員企業への施設貸与・就職説明会、学校行事と

のタイアップ等、会員の皆様と学園との結びつき、会員メリットを焦点に事業を

企画運営していきます。 

※会員募集中　お問い合せ：星城懇話会事務局 
　　　　　　　（学校法人名古屋石田学園 法人本部内） 
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【会社案内】 
谷澤消防被服製造株式会社 
昭和23年12月 初代 谷澤正保氏より
設立。現在は、幸次氏が二代目として
活躍中。消防服装用品一貫製造販売店、
各種消防用品取扱店として今日に至る。 

Q.星城高等学校の思い出をお聞かせ下さい。 

 

（父） 中学校3年生の担任が、星城高等学校第4回生であったこと。公立の志
望校は自分の好きな様に受験させ、私学の併願校は親の希望として星
城を受験としました。 

Ｑ．息子さんの高校進学時には何かアドバイスをされましたか。 

（父） 
 
（子） 

自分が在学当時お世話になった先生方が在職中でしたので、安心して
いました。 
中学校はすぐ近くであったので、3年間電車で毎日通えるかが不安でした。 

Ｑ．星城高等学校へ進学が決まった時の心境をお聞かせください。 

（父） 
 
 
 
（子） 

長い歴史の中で男子部から男女共学・保育科・昼間定時制学科の発足・
廃止、男子部・女子部の2学部生、今また男女共学、そして国立大学を目
指す仰星コース、これにより文武共に力をいれ名実ともに県下に名前
の知れ渡った私立高校に成長したと思います。 
グローバル化してきたと思います。 

Ｑ．時代とともに星城高等学校はどう変わったと思われますか。 

（父） 
 
（子） 

校内評価協議会を設置して学園の向上を目指し、45周年事業として新
校舎の建設を進める等、飛躍を続ける学校をうれしく思います。 
大学までできて、すごく良くなったと思います。 

Ｑ．今の星城高等学校をどう感じますか。 

（父） 卒業生が愛着・感謝をもてる学校に。 

Ｑ．これからの星城高等学校もしくは学園に期待するものは何ですか。 



学校法人 名古屋石田学園 
法人本部 企画秘書室 

〒460-0008 名古屋市中区栄1丁目14番32号 
TEL:052-221-8921 FAX:052-203-5243 

URL:http://www.n-ishida.ac.jp/ 
E-mail:main@n-ishida.ac.jp

学校法人 

名古屋石田学園 

星城大学 

星城高等学校 

専門学校 
星城大学 

リハビリテーション 
学院 

名英図書 
出版協会 

星城中学校 

星の城幼稚園 

星城高等学校正門より 

資金収支計算書  

消費収支計算書  

学生生徒納付金収入 
補助金収入 
前受金収入 
事業収入 
手数料収入 
寄付金収入 
その他の収入 
前年度繰越支払資金 
収入の部合計 

収入の部 
2,811,047 
1,018,969 
768,950 
127,967 
128,373 
45,911 

11,985,346 
1,948,041 
18,834,604

人件費支出 
教育研究経費支出 
管理経費支出 
施設関係支出 
設備関係支出 
その他の支出 
次年度繰越支払資金 
支出の部合計 

支出の部 
2,249,718 
520,048 
425,766 

1,020,211 
30,598 

10,942,410 
3,645,853 
18,834,604

学生生徒納付金 
補助金 
事業収入 
手数料 
寄付金 
その他 
帰属収入 
基本金組入額合計 
消費収入の部合計 

消費収入の部 
2,811,047 
1,018,969 
127,967 
128,373 
59,414 
775,696 

4,921,466 
-88,768 

4,832,698

人件費 
教育研究経費 
管理経費 
その他 
消費支出の部合計 
当年度消費収入超過額 

消費支出の部 
2,263,634 
826,893 
434,224 
613,095 

4,137,846 
694,852

貸借対照表  

固定資産 
流動資産 
合    計 

資産の部 
15,020,522 
5,168,521 
20,189,043

固定負債 
流動負債 
基本金の部合計 
消費収支差額 
合    計 

負債・基本金・消費収支差額の部 
1,419,515 
2,058,064 
16,452,026 
259,438 

20,189,043
(単位：千円） 

INFORMATION

決 算 の 概 要  
2005年度の学園決算は次のとおりです。 
 資金収支計算書 当該会計年度の資金の動きを明らか
にしたもので、教育研究活動およびその活動に付随する
すべての収入支出の内容が記載されています。 
 消費収支計算書 財務の健全性や安定性を把握するた
めに、帰属収入から基本金組み入れ額を差し引きした「消
費収入」と、人件費、教育研究経費、管理経費などの「消
費支出」と対比させたものです。 

教職課程（保健体育・公民・情報）が開設され教員免許を取得できるようになりました 

実践的な4つのコースに教職課程を加えることによって、民・官・教育と幅広く社会に貢献できる人材の育成基盤を確立しました。 

中部地区私学初の学部として優位性を発揮しつつ、高度な専門性、豊かな心、研究的・教育的資質を備えた指導的役割を果たす臨床家
を育成しています。 

開学5年目にして、硬式野球部（2年連続3部優勝、2部入替え戦で惜敗。今年こそ2部昇格を!）、柔道部（1部）、女子バレー部（東海学
連2部リーグ）が力を発揮してきました。 

経 営 学 部  

リハビリテーション学部 

 
ク ラ ブ 活 動  

4柱の特色 

高校大学委員会を設置。高大一体化が推進され、内部推薦入学制度の一層の充実化が図られています。 

◎全国高等学校総合体育大会出場クラブ:バレーボール（男子）、バスケットボール（女子）、レスリング（個人4階級4名、ゴルフ（女子団
体、個人3名）、柔道（個人男子1名）、空手道（男子個人1名）、水泳（高飛び込み男子1名） 

◎国民体育大会秋季夏季大会出場:女子ソフトボール2名 監督山内先生、女子バスケットボール2名出場 コーチ重松先生、ゴルフ 

1年留学（3名）、交換留学（3名）、語学研修（7名）等/インド メイヨウカレッジより2名、オーストラリア・バララット・クラレンドン校より8名短期留学 

社会を明るくするキャンペーン実施/地域社会清掃ボランティア/あしなが学生募金ボランティア/豊明市防災訓練参加 

進 学 の 星 城  

スポーツの星城 

 

 
国際交流の星城 

礼節感謝の星城 

仰星コースの特色 

第1・3土曜日を授業日とし、人格形成の場となる各種行事と授業時間の確保を目指します。 

英・数などの特定科目において、その科目特性と生徒のニーズに応えるきめ細かい指導の実現を目指し、習熟度別スタディールームに
て授業を展開します。 

（希望登録）20時まで学習室を利用できます。学習室利用中は、教員への質問、個別指導等も受けられます。　 

個人面談を通し、的確な学力診断を進め、生徒個々の夢の実現に向けたノート添削指導と学習支援を行います。 

他、寮完備（希望入寮制）、進学目標実現に向けたクラス編成、進学補習、年2回の校外学習など行っています。 

二 期 制 の 導 入  

習熟度別授業展開 

 
延 刻 学 習  

個 別 指 導  

理学療法学科昼間部は完成年度を迎え、教職員の補充を図り教育指導体制の充実を推進することが今年度の教育目標です。 

学外での臨床実習後には国家試験受験対策セミナーを実施します。 

教員の指導力を高めるとともに、FD（Faculty Development=教育改善）の検討に取り組んでいます。 

開 校 3 年 目  

国 家 試 験 対 策  

教 育 改 善  

星城大学リハビリテーション学院 育成なくして指導なし 

創立35周年を迎えて 

皆様のお陰で今年創立35周年を迎えることができました。創立者故石田　徳先生は、園児たちに「はい・ありがとう・ごめんなさい」の
言葉について話をされました。それは「自立の精神、感謝の心、素直な態度」と大切な教えを託されたものです。この精神を今後とも
さらに高揚してまいりたいと考えています。 
施設整備のための募金活動、保育室・職員室の一部改装と安全対策として防犯カメラの設置、記念講演会、広報誌発行 記 念 事 業  

創 立 3 5 周 年  

星 城 中 学 校  

星の城幼稚園 

星城高等学校 

星 城 大 学  

8


