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第2回『星誕祭』 テーマは、「交流」 

運動会『桶狭間出陣太鼓』を披露 
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上司と部下で星城コンビ、職場で大活躍！！ 



2

第5回 

星城大学祭 

星 祭 

第5回 

星城大学祭 

10/28・2910/28・29
星 祭 

物
理
療
法
体
験 

メ
ジ
ャ
リ
ン
グ 革

細
工 

体
験
形
式
の 

研
究
発
表 

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト 

　さまざまな理学療法（PT）を体験 

体育館の中はどのブースも長い列ができるほど大勢の方々が

さまざまな理学療法を体験されました。超音波を使って踵（かか

と）の骨を調べる方法で測定する骨密度、日常生活ではなかなか

測ることがない肺活量など、測定結果に一喜一憂する姿があち

らこちらで見られました。患者の視線を体験するために車椅子

にも乗っていただき、日常生活の不便さや声がけの大切さ、バリ

アフリーの重要性を実感されたことと思います。 

　革細工で作業療法（OT）

　の理解を深める 

身体または精神に障害がある方に対

して、機能の回復・維持・開発を日常活動の諸動作、仕事、遊びな

ど人間の生活全般に関わる諸活動を用いて行うのが作業療法

です。星祭では、革細工を通して小物やアクセサリーを作り、作

業療法の世界を理解していただくために熱心に取り組んでいま

した。 
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特集 2006年度 学園祭 星城大学 

　今年も「星祭」は大成功 

星祭は1年生から3年生まで15名の実行委員で企画から運営

まで携わりました。第5回のテーマは「情熱～heart×soul～」。

普段クールな人も、心の底から盛り上がり、アツくなってもらおう

という意味を込めました。 

準備期間は、6月19日のテーマ決めから始まり、各班に分かれ

て取り掛かりました。広告協賛集めは、今までに協賛いただいた

企業やお店そして、学生が自ら作成した企画書を片手に新規開

拓にも力を注ぎ結果、物品協賛を含め61軒を獲得することがで

きました。ポスター作成や大学祭にお客さんを呼ぶための広報

は「情宣」の役割です。他大学と協力し合って大学祭の宣伝を

行う「広報提携プロジェクト『学祭レインボー』」にも初参加しま

した。参加大学は現在１１校で合同ビラの作成・配布、今年は新た

に「チャリティ花の種」にも取り組みました。これは、大学祭開催

中にそれぞれの大学祭の中で行い、「募金をして種をもらい、花

を育てる。集まったお金は植林活動（マングローブ植林行動計画）

に使われる」という企画で、本学は11大学中、初参加ながらも上

位3位に入る勢いでした。 

今年初めての企画として、「インターンシップの体験を語る」

があり、多様な体験をリアルに語ったもので大変好評でした。子

どもに人気だったのは「ゲリラミニゲーム」。最終日では「南海キ

ャンディーズの山ちゃん」や「ロバート」のタレントライブが行われ、

会場の人出も熱気も最高潮に達し、イベント担当の実行委員が

企画から交渉まで全て行い、この成果にほっとした様子でした。 

ディスプレイも本格

的和食のイメージとデ

ザインが大変マッチし

ており、30を超える模

擬店の中から今年の

一番として投票により

決定されました。 

実行委員のメンバーは、高校生活
では経験できないよう

な新しい出会いや他大学との関わ
り、実行委員ならではの

体験を通じて充実した大学生活
を送っています。「何より

企画・運営する自分たちが楽しま
なければ足を運んでいた

だくお客さんは楽しめない。来年
は今年よりもっと楽しい

ものにしたい」と力強く語ってくれ
ました。 

グラウンド

にひと際存在感

をはなっていたのは、

巨大な「ふわふわ」。子ども

たちは夢中で飛び跳ね、笑い声が響き渡っていました。 
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9/20・21

9/22

9/23・24

テーマは、 

「何かが変わる第一歩 
～出会い、夢。感動～」 

中高一貫教育 

「感謝祭」 
初めて合同で開催 よき仲間と出会い、学園祭という名の舞台で、クラス

のみんなで力をあわせて企画を成功させた時の感動

を実現しました。 

新校舎での学園祭 

発揮！！星城高等学校生の心意気 

今年の学園祭は、新築なった本館、2号館を使い、第2期建学宣言

（礼節感謝・自修的努力・社会

貢献）を標榜し、晴天の下盛大

に実施されました。2学期に入

り、早々に準備をはじめました

が、特に3年生などは進路決

定時期でもあり、大変忙しい中、

クラス全員が協力をしていま

した。前日の9/19に終日準

備をし20日の文化祭に臨み

ました。 

合唱・弁論大会、ダンス大会などのイベントが多数ある中、ひとき

わ目立っていたのが、3年生優先で実施された飲食バザーでありま

した。中でも、3年1組が行った「チャイナを食いつくせ!!」は、餃子

を中心に中華料理を研究し、調理にあたったもので、クラス全員が

よく協力し、生徒間の審査で、アイデア賞を勝ち得ました。食した

生徒たちからの評判もよく、クラスの団結の賜物であり、3年

生で高校生活最後の学園祭を謳歌していました。他の

クラスも、それぞれ計画・準備し、クラスのTシャツを作

成するなど精一杯の努力をし、楽しむ姿が見られま

した。学園祭を通じ、星城高校生のはつらつとした

姿を見ることができ、「やるべきことはやる」という

心意気を感じた3日間でありました。 

星城 
高等学校 

星城 
高等学校 

星 城 中 学 校  

星城高等学校 仰星コース 
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特集 2006年度 学園祭 星城高等学校・星城中学校 

 仰星オリジナル「タップ＆ソーラン」披露 

飲食バザーで・・ 

仰星1・2年生は感謝祭2日目に飲食バザーを行い、中学生と保護者の方

におでんや焼きそばなどを振舞いました。 

役割分担を決め前日から、具材の切り分けや煮込みなどの仕込み、ゴミ

を可燃・不燃・資源に分類するよう看板をつくるなど多くの点で工夫が見

られ、準備段階から楽しんでいる姿が目立ちました。 

企画・実行は 

すべて生徒自身 

振り付けはもちろん構

成も生徒達が手がけ、ソ

ーラン節の中にタップを

見事に融合させた文字通

り仰星オリジナルのソー

ラン節です。夏に行った

修学旅行の交流会でも中

国の同世代に披露し、大

きな反響を受けました。 

半年間の制作期間 

生徒たちは、4月から半

年間かけて完成させたソー

ラン節を、仰星の先輩・後輩

と星城中学のみんなをはじめ、

その保護者や星城教職員・

学校長などの大ギャラリー

の前で披露できることをとて

も誇りに感じていました。 

喜びと達成感 

1組の岩田さんの紹介に続き、2組の級長長

坂君の掛け声とともに「タップ&ソーラン」は幕

をあけました。活気ある掛け声と完成度の高い

オリジナルダンスに、ギャラリーから惜しみない

歓声と盛大な拍手をいただきました。生徒達の

少し緊張した面持ちの中には、喜びと達成感が

満ち溢れていました。後輩達に是非伝統として

受け継いでほしいという声が多く聞かれました。 

仰星2年生は感謝祭第1日目に、新校舎のアトリウムで 

オリジナル「タップ&ソーラン」を 

披露しました。 

いよいよ本番・・ 

当日は早朝から調理にあたり、焼きそばをはじめ、みたらし、フランクフ

ルト、おでん、かき氷、ポップコーンなどそれぞれ数百食を手際よくさばい

ていました。中学生や保護者、仰星3年生、教職員への応対も上手にこなし、

「とても感じの良い接客態度で気持ちよく受け取りました」と保護者から

声をかけていただきました。仰星の中庭に張った2つのテントには、人が賑

わい活気に溢れ、お祭りにふさわしい楽しい雰囲気に包まれていました。

調理担当の生徒だけでなく、ゴミ袋の回収や、洗い物、できた商品を運ぶ

など、裏方で仕事をこなす生徒たちも一生懸命取り組み、参加した全員が

自分の役割をしっかり果たして、思い思いに楽しんでいる様子が印象的で

した。中学生や保護者の方たちも、「直接仰星コースの生徒たちの姿が

見られ、高校生活のすばらしい一面がわかった」と、喜んでくれていました。



 

11/25 11/26
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特集 2006年度 学園祭 リハビリテーション学院・星の城幼稚園 

秋晴れのもと、星城高等学校グラウンドで運動会が行われました。元気

いっぱい「かいぞくたいそう」、ニコニコ笑顔のリズム、「おんぶも、だっこも、

だぁーいすき」でふれあう年少組の親子競技、会場の応援も最高潮に達し、

歓声湧き上がる中を駆け抜けた年長組のリレー。どの競技も持てる力を

精一杯出し切りました。 

勇壮！桶狭間出陣太鼓 
太鼓の指導は「幼児期の音楽教育はリズムが大切である」、「みんなで

気持ちを合わせることの大切さを知らせたい」との思いで始まりました。

教職員が最初に習得し、園児に教えたのが始まりとなりました。 

年長組になったら「太鼓」ができる 
園児たちは、みんなで一緒に太鼓の話をしたり、8月の夏祭りで

は先生の生演奏を聞き、9月に入ると本格的な練習を始めます。「太

鼓は楽しい」「太鼓をたたきたい」という気持ちをだんだんと膨

らませていきます。最初はそろわなかった音も、練習を重ねてい

きだんだんと音が合ってきました。本番では大勢の方々が見守

る中、気持ちも音もひとつになった演奏を披露することができ、

園児たちの表情には達成感が満ち溢れていました。 

心の成長 
園児たちはそれぞれに特性があり、心の成長もさまざまです。

みんなでリズムをそろえることの難しさや思うようにならないこ

となどたくさんありましたが、先生も園児も一緒になって練習を

重ねていく中で、友達同士の関わりを学び、お互いに励まし合っ

たりすることで、またひとつ成長したように思われます。 

第2回「星誕祭」開催！！ 
テーマは「交流」 

地域貢献・人材育成の新たな連携 星城懇話会 

永年勤続表彰 
10/22

みんなで頑張る！ 
楽しい運動会 

　地域・仲間との交流 
体育祭と学院祭が11月25日、26日の両日、東亜合成体育館（南区柴田）、星城大学リ

ハビリテーション学院（中区栄）で開催されました。初日の球技大会はソフトボール、キ

ン・ボールの2種目。いずれもリハビリで活用されるゲームをハードにアレンジし、レク

レーションと呼ぶには、少々ハードにアレンジし、特に年長の学生たちの体力差にめげ

ない健闘が光りました。審判の配置、試合の進行状況などがスクリーンとパソコン、プ

ロジェクター等の機材を駆使して随時案内され、司令塔となったスタッフの努力と綿

密な打合わせも実ってスムーズな運営でした。翌日はリハビリテーション学院校舎に

舞台を移しての学院祭。様々な機器のデモンストレーション、

高齢者擬似体験、筋肉トレ講座などのリハビリを学ぶ学

生ならではの企画からコンクールなどの楽しい企画

もあり教員、学生共に盛り上がりました。 
昼間部・夜間部を共に有する当学院だけに、準備

段階ではそれなりのハードルがいくつかありました。

昼・夜の学生の連携やミーティングの場を設けるの

も一苦労。しかも、学院祭はまだ2回目とあって先輩

からのノウハウの蓄積も十分とは言えません。そん

な中、学生が一丸となって取り組む貴重な機会とな

りました。来年度以降、より進化していく手応えを感

じさせる2日間でした。 

専門学校 星城大学 
リハビリテーション学院 

星の城 
幼稚園 
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9月2日 星の城幼稚園創立35周年記念式典・記念演奏会が 
豊明市文化会館にて行われました 

記念式典 記念演奏会 

園長 石田 正城 

昭和46年（1971）11月に、

34名の園児を迎えて開

園されてから、今年で創

立35年を迎えることがきま

した。 

創立者石田徳先生は、

「三つ子の魂百までも」と

昔から言われているように、「幼児期は人間としての基礎を作らなくてはな

らない大切な時」と、幼児教育の重要性を常に説いておられました。 

昭和50年11月に、幼稚園の5周年記念式典が盛大に開催され、園の

同窓会「星の子会」の発会式と総会も併せて行われましたが、その1ヵ月

後先生は志半ばにして他界されました。先生は折にふれ、園児たちに「は

い・ありがとう・ごめんなさい」の言葉について話されました。それは「自立

の精神、感謝の心、素直な態度」と、人間として大切な教えを三つの言葉

に託されたものです。 

現在、幼稚園も大きく成長し、卒園児も約3500名となり、社会人、学生、

生徒として立派に活躍されておられます。少子高齢化の中、幼稚園を取

り巻く教育環境は厳しいものがありますが、保護者や社会のニーズに応え、

お子様の情操の芽を育んでまいりますので、今後とも、ご支援、ご協力を

賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

地域貢献・人材育成の新たな連携 星城懇話会 地域貢献・人材育成の新たな連携 星城懇話会 

永年勤続表彰 永年勤続表彰 
学校法人名古屋石田

学園に10年、20年、30年

の永年勤続の区切りを迎

えられた10名の職員の方々

が表彰されました。 

 30年勤続 

 

 

 

 10年勤続 

 

 20年勤続 

 

 

 

石田 英城 

石田 直城 

伊東 秀雄 

 

加古 伸吾 

三笘 晃嗣 

神谷 和利 

富成 崇文 

近藤 好紀 

植松 康張 

堀　益美 

（星城高等学校） 

（ 法 人 本 部 ） 

（星城高等学校） 

 

（星城高等学校） 

（星城高等学校） 

（星城高等学校） 

（星城高等学校） 

（星城高等学校） 

（星城高等学校） 

（名英図書出版協会） 

永年勤続表彰をいただき、誠にありがとうございました。この30

年は長いようであっという間に過ぎ去った気がします。これからの

若い教職員の方 に々は、厳しい教育環境で次の星城を担ってい

くために、複眼的な目で物事を見ながら、また自分自身の資質を高

めながら教育活動に当たっていただきたいと思います。（抜粋） 

代表謝辞：石田 英城 

学園表彰者は、次の方々です。 

平成18年度 

11月11日、18日の2日間にわたり、猪高・香流

のコミュニティセンター（いずれも名東区）、星

城大学リハビリテーション学院において健康

増進をテーマにストレッチ、健康体操の公開

講座を開催し、星城懇話会の会員、地域の方々

60名あまりの皆様が参加されました。講師は

一般病院・老人保健施設などリハビリテーショ

ン医療の現場で長く活躍してきた、星城大学

リハビリテーション学院の島田容伸先生です。

楽しくすぐ始められる体のケアについて理論

と実技を交えながら講義していただきました。 

幅広い年齢層の参加者にあわせ、普段から体を動かしている方とそう

でない方それぞれに個人指導も交えながら先生が丁寧に解説・指導され

ました。 

先生のテンポの良い講義と時折掛ける受講者への問いかけ、実技など

で各回とも楽しい講義となり、

講座終了後、先生に質問

にこられる受講生の方や

続けて受講された方、次回

の案内をご請求される方な

ど、大変好評でした。 

演奏会は、日本のハーモニ

カ演奏の第一人者である石川

澄男氏、共演として「ハーモニ

カ・コーキンズ」（四重奏）、「Mrs.

ひまわり」（四重奏）、「ドリーム・フォー」（四重奏）

の方 に々演奏していただきました。　 



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 
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第1期生の「今」を 
ウォッチング② 
第1期生の「今」を 
ウォッチング② 

カーレースの世界トップ選手 
母校で語る 
カーレースの世界トップ選手 
母校で語る 

村瀬　智美　（第1期生） 

就職活動では良いお返事がいただけない日々 が続き、企業展な

ど何度も足を運びました。活動を開始したのが遅かったのも原因だ

と思いますが、正直つらかったです。しかし、仕事を頑張りたいという

気持ちが沸 と々湧き出して、大学の就職課にも相談しながら活動を

再開。結果、自分の好きな「旅行」関係に内定が決まりました。あの

つらい時期にあきらめなくて良かったと思います。 

後輩の皆さんには一度しかない人生、後悔しないように自分のや

りたい事をとことんやってほしいと思います。 

今しかできないことがある。高校時代からサーキットへ通い、ほとんどの時間を費やした。
あの時レースに全力投球したから今の自分があると思う。目標があればそれに向かって全
力投球してほしい。 

自分の場合は早い段階から目標があったが、そうでなくても大事なのは自分の置かれた環
境の中でしっかりとやるべき事をやる事。目標に辿り着くまでには我慢しなければいけない
こともあるが、その時その時に出来る事をしっかりとやっていく過程が大事な事だと思う。 

松浦さん… 
 
 

中嶋さん… 

近畿日本ツーリスト株式会社 名古屋エージェントセンター 
部署案内：旅行を取り扱っている取引先へ当社のパンフレットを供給し、
商品を売っていただき、その予約の受付や問合せ等を全て行っておりま
す。いわば旅行会社でありますが、お客様も旅行会社であり、１日中フル
稼働で社員が対応しており、活気がある職場です 

近畿日本ツーリスト株式会社 名古屋エージェントセンター 課長（メイト担当） 

村瀬さんが入社する時に分かっていればもっと可愛がっていたと

思いますが。私は星城高等学校から近畿日本ツーリストへ就職した

第1号で、もちろん先輩も同輩もいなく、後輩の入社も知りませんでした。

約20年ぶりの後輩の出現にびっくりしました。先輩としてはでき得る

事は全て指導し、色 な々事に興味を持ち、仕事に結びつけていただ

きたいと思います。これからも星城の後輩がどんどん入社し、共に会

社を盛り上げていければ良いかなと思います。 

山下　一宏　（星城高等学校 第11回生） 

（父） 

 

 

 

 

 

（娘） 

部活です。ハンドボール部で練習が非常に厳しかったことを覚え

ています。しかし高校3年間を頑張り抜いたことで体力的にも自信

を持つことができ、大学ではアメリカンフットボール部に挑戦しました。

もうひとつ忘れてはならない事は、高校の新聞部にも所属しました。

その時の先輩方の影響は大きなものです。縁というものでしょうか、

現在では星城高等学校同窓会役員として共に活動しています。 

校則が厳しかったことです。当時はそれが辛かった。しかし、卒業

した今となってはそれもまた懐かしく、良い思い出となっています。 

子／鈴木 亜希子 
（星城高等学校 第38回生） 

 

父／鈴木 信広 
（星城高等学校 第4回生） 

星城二代 
～父から子へ～ 

星城高等学校 

【会社案内】 
有限会社 鈴富 
昭和29年 初代鈴木富彦氏により設立。
現在は、信広氏が二代目として活躍中。 
機械工具、工場用品等を販売。 

Q．星城高等学校の思い出をお聞かせ下さい。 

（父） 私立学校の受験校は、星城高等学校をすすめました。それは、親

としても学校を分かっているという安心感と、やはり厳しい環境の

中で自分を鍛え、良き友達を作ってもらいたいと思ったからです。 

Q．娘さんの星城高等学校進学について。 

（父） 

 

（娘） 

まるで大学のキャンパスの様に感じました。こんな環境の中で高

校生活を過ごせる生徒が羨ましく思います。 

益々良くなっていると思います。 

Q．星城高等学校は今年度新校舎が完成しましたが。 

（父） 昨今、問題となっている“いじめ”はないか。先生方はあらゆる面

でより一層生徒に関心を持って生徒に接することを期待します。

進学校、進学率も非常に大切な関心事ですが、校風・校則等、教

職員の人格にも期待する部分が多いです。 

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。 

（父） 高校生活は与えられるものではなく、自分で作っていくものです。

自分でテーマをもって頑張ってください。 

Q．星城高等学校生徒へ一言お願いします。 

星城大学3号館 

苦渋の就職活動を乗り越え、「笑顔」が輝く 

聞いてびっ
くり！ 

星城高校
の 

先輩・後輩
 

だったとは
… 

後輩へのメッセージ 
 

12月27日（水） 
世界で活躍する2人が星城高等学校に集う。 

近日発行！ それぞれヨーロッパやアメリカを拠点に世界の第一線で活躍している
お2人の特集を組み、皆さんにお届けします。お楽しみに。 

（左）石田正城 
（中）松浦孝亮 
　　（第33回生） 
 
（右）中嶋一貴
　　（第38回生） 

（星城高等学校 学校長） 

（スーパーアグリ・パンサー・レーシング
チーム所属／IRLインディカー・シリー
ズフル参戦） 

（ウイリアムズ F1 テストドライバー／
GP2シリーズにDAMSより参戦） 

上司と部下で星城コンビ、職場で大活躍！！ 上司と部下で星城コンビ、職場で大活躍！！ 


