
アメリカで活躍 女子ソフトボール選手

学園傘下の各学校のニュース

「星城二代」～父から息子へ～、星城大学第1期生の「今」、「奮闘中! 理学療法士1年生」

モータースポーツ界で活躍
　－星城OB生4名がそれぞれのカテゴリーで旋風を巻き起こす－

星城高等学校創立45周年・星城中学校創立15周年記念
　第45回学園祭・第42回同窓会総会
　第15回感謝祭
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星城高等学校同窓会総会で特別展示されたF1レースカー（アトリウム1Fにて） 星城高等学校同窓会総会で特別展示されたF1レースカー（アトリウム1Fにて） 



名古屋市公会堂にて

「皆、違って、皆、良い」 
　童話の「猿蟹合戦」「桃太郎」の話の中に、栗、臼、とか犬、

雉子、猿等々の様 な々物や動物が登場してきます。そしてそ

れぞれの持っている力量を発揮して立場、役割を果たして、

事が解決していきます。星城生1600人がそれぞれの持味を

出し切って学園祭を盛り上げてください。 

　星城高等学校創立45周年にあわせ、同窓会総会が新設なった校舎
で開催されました。 
　第1回生が還暦を迎える歳でもあり、さまざまな分野で活躍されて
いる卒業生を紹介し、その活躍ぶりを称え、アピールしました。 
　星城美術館の中では、絵画や彫刻など芸術分野で活躍されている
同窓生の作品を集め展示し、また、F１やインディーカーシリーズなど、
世界で活躍するレーシングドライバーが4名もみえるということで、ト
ヨタ自動車の協力で、F1のレースカーを校内に特別展示しました。 
　学校の大切な財産である卒業生のさまざまな分野での活躍をこれ
からも紹介していきます。 
 

永年勤続表彰者 代表謝辞 
伊藤　正人 

創立45周年　第42回星城高等学校 同窓会総会 

学校長挨拶 

修徳館にて

「第45回学園祭」 
テーマは、“オールスター～みんなが主役～” 

星城高等学校創立45周年記念式典
第45回学園祭
星城高等学校創立45周年記念式典
第45回学園祭

＆ 

　本日の式典に先立ち、物故者に対し黙祷をささげました。この黙祷中に私のまぶたの裏に何人もの
先生のお姿がよぎってまいりました。私を星城高等学校にふさわしい教師に導いて下さった先輩の諸
先生方、そして同僚、言うまでもなく創立者、石田　徳先生も忘れられないお姿として鮮明に思い浮か
んでまいりました。生前の　徳先生に直接に教えを受けた最後の職員と思います。今日の創立記念日
を機に、職員も生徒諸君も心を一つにしてこの誇るべき精神を具現化していく様、一層精進していく
事を皆で誓い合いたいと思います。 

「創立45周年記念式典」 
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平成19年度永年勤続表彰者は、次の方々です。 

石田　正城（理事長・学園長） 40年勤続 伊藤　正人（星城高等学校） 30年勤続 森　　正信（星城高等学校） 
石川　暢夫（星城高等学校） 
 

20年勤続 　　　　敦志（星城高等学校） 
大須賀　雅美（星城大学） 

10年勤続

星城高等学校創立45周年・星城中学校創立15周年記念
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　橋本左内『幕末の志士 29才で安政の大獄により斬刑（1834～1859）』15才で「啓発録」を著わした。

その5つの教訓に、①「去稚心」、稚心を去るというのは、自分を甘やかしたり、自分勝手をしたり、自分の都

合を優先したり、親の保護に甘えたり、責任を転嫁したりするような心を捨てる、ということ。②「振気」、振

気というのは「気を振るう」ということ。何か事を始めようとする時、必ずしもやる気満々で取り組めることば

かりではない。そんな時、腹に力を込めて、さあ頑張るぞと気合を入れ、気をふるいたたせることであり、③「立

志」、志を立てる。④「勉学」、勉めて学ぶ。⑤「択交友」、交わる友を選ぶ。というものがあります。 

　星城中学校の諸君も、このこれからの成長のためにこの教訓を心していただきたいと思います。 校長　石田　正城 

　星城中学校では、毎年、1年生全員が参加して5泊6日の内観を行っていただいております。 
　最近、日本の国では日本人としての「型」がなくなってきていると感じます。 
　専光坊の教えではその型を重んじています。星城中学校の建学の精神は型であります。 
　内観では感謝の心を養うために両親特に母親について今日までしていただいたことを見つめます。 
　星城中学生としての「型」や「感謝の心」を身につけ将来、立派な大人に成長する事を願っています。 専光坊 宇佐美之規 さん

内観体験発表での和尚様挨拶 

生徒、教員、保護者のみなさんでプロの方に習い、混声四部
合唱を完成させ発表しました。

全員合唱「大地讃頌」

全編を英語で演じました。

クラス発表 2A「Selfish Angel」

　25歳の時に、慢性骨髄性白血病と診断され、生存率わずか１％という状態から奇跡的に母親の型が適合
し、骨髄移植を受け生還しました。今は、日本初の骨髄バンクを作るプロジェクトを発足し、全国骨髄バンク
推進連絡協議会会長として「いのちの重み」を伝える活動に奔走しています。 
　「一人では何もできない、しかし誰かが声を上げないと何も始まりません。自分は多くの人に支えられて
生きていること、自分がどうすれば人の役に立てるかを考えること、そして共に行動してあげることを心が
けてください。」 

大谷　貴子 さん

記念講演会 「いのちみつめて」 

星城中学校創立15周年記念式典
第15回感謝祭
星城中学校創立15周年記念式典
第15回感謝祭

＆ 

「創立15周年式辞」 
 

～テーマは、“While there is life, there is hope.”～ ～テーマは、“While there is life, there is hope.”～ 



村上 真由美 さん
（星城高等学校第28回生）

「アメリカの女子プロソフトボール選手になる！」

先輩アスリートからの メッセージ

星城高等学校卒業後、実業団に入団。テキサスサンダーズでデビュー。 
（WMLS ®）で指導者・解説者として活躍中。 

挑戦する意志があれば道は開ける

Profile 
 

星城大学 星祭』

星城大学リハビリテーション学院
セミナ 』“全体と個”

星の城幼稚園 動会』
“ どもが主役” 
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　星城高等学校を卒業後、オリンピック選手を目指してソフトボールでも当時

躍進中のトヨタ自動車に入社。オリンピックの日本代表に選ばれましたが、アト

ランタへ出発する1週間前に「落選」の報告を受けました。失意のどん底にあ

った時、アメリカにソフトボール・プロリーグがある事を知りました。会社を退社し、

米国のプロテストを受け、英語も話せないまま渡米。ところが、プロリーグが解

散してしまいます。それでもプロリーグ再開の可能性に賭けて、再び25歳の時に渡米しました。そこから英語を学びながら5年

間、自分がプロになりたいという気持ちを持続させるのは本当に大変でした。考えなければならない事は、自分が何をしたいの

か、そして、それをやりたいのか、やりたくないのか、どちらかです。それができるか、できないかはその後の事です。「私はプロに

なりたい。」その目標だけは決して忘れてはいけないと心に誓っていました。その結果、ソフトボールを通じて、私はプロになれ

ました。私は、周りの人や、両親の支えがあり、星城高等学校の誓いの言葉「１．両親に対し、健康に恵まれ勉強に精進できる

喜びを感謝致します。」の言葉が私の基本となっています。いろんなことにチャレンジすれば自ずと道が広がっていくはずです。

そのきっかけになる大事な高校生活ですので、進路にあたっては、一生懸命考えて決めてください。周りのアドバイスも貴重で

す。しかし、自分で決めなかったら、必ず言い訳をします。自分の中で言い訳をつくらないように 

ひとつひとつ自分で頑張ってほしいと思います。 



学校法人 名古屋石田学園
法人本部 企画室 企画課

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

星の城幼稚園

第1期生の「今」を
ウォッチング⑤
第1期生の「今」を
ウォッチング⑤

小野田 敏之 さん
（星城大学第1期生／
　　　星城高等学校第37回生）

夏休み前には、数社から内定をいただきました。しかし、自分が
何をやりたいかが全くないまま就職活動をしていたために、自分
の中で納得がいかずに全て断りました。改めて就職部で相談を
していた折、当社を紹介されました。面接時、ビジネスを通して「ひ
と」と「ひと」との心のやりとりができる会社だと強く感じました。
会長の人間性に惹かれ、実際の業務を見てみたくなり、アルバ
イトをさせていただきました。 
まずは運転手、それからずっと会長の側で自分なりに勉強を
重ねながら業務を覚えていきました。入社後、私だけが本社配属
で更に1年間会長のもとで業務を遂行させていただいた事は、
今でも自分の誇りと励みになっています。 

（ 父 ） 
 
（息子） 

星城中学校、星城高等学校で27年間の教員生活を送ると同
時に星城高等学校野球部長も。 
東レ株式会社名古屋事業部にて、繊維原料、石膏などの製造、
また工場全体の排水管理をしています。 

（父）木下 秋次 さん 
（星城高等学校第12回生） 

（息子）木下 真 さん 
（星城高等学校第37回生） 

星城二代 
～父から息子へ～ 

星城高等学校 

Q．現在の仕事についてお聞かせ下さい。 

（ 父 ） 
 
 
 
 
（息子） 

現在、私の高校時代から残っている施設は、本グランドと積徳
館のみとなりました。少し寂しい気持ちはありますが、素晴らし
い施設の充実、情熱があり、熱心で優秀な先生方に恵まれて
いますので、大いに自信を持って何事にも積極的に活動して
ほしいと思います。 
高校3年間で楽しいこともあれば、つらく嫌な事もたくさんあると
思います。しかしどんな事でも将来、必ずプラスになりますので、
負けずに頑張って下さい。 
野球部員へ「親父を甲子園へ連れて行って下さい。」 

Q．星城高等学校の後輩へ一言お願いします。 

（息子） 卒業生が自宅に挨拶や遊びに来たりするのを見ていますと、
父は、信頼され、尊敬されているのだと思いました。私は、幼い
頃から「人には優しくしろ」、「人が嫌がる事はするな」と言わ
れていました。その答えがみえた気がします。 

Q．息子さんにお聞きします。 
父親として、そして教員としてのお父様の背中から学んだ事をお聞かせ下さい。 

（ 父 ） 
 

進路については本人に任せました。就職は、私が担任をした
数名の卒業生が在籍し、剣道部の実業団がある「東レ」を勧
めました。 

Q．息子さんの進路について何かアドバイスされましたか。 

「貝沼社長（現会長）」との出会い。

入社１年目の時、空き工場を見かけて調査を行い、飛び込み
で営業を行いました。そこで、ご依頼いただき、工事も請負、お客
様もご紹介させていただくことができました。空き物件の有効活
用をご提案して、両立の立場で双方のお客様に喜んでいただけ
るのが一番の喜びです。 

やりがいを感じる事は。

新規開拓は非常につらかったです。営業は浮き沈みがありま
すので、沈んだ時にどうやって自分自身を持ち上げていくかです。 

つらかった事は。

「ひと」とのつながりがあって、「ひと」のためになる仕事をした
いと思い、結果当社と出会いました。自分が魅力を感じたところ
に対して、追求した就職活動を続けていくと表面的なことだけで
はなく、中身が見えてきます。何事もあきらめずに頑張って下さい。 

後輩へ一言お願いします。

星城高等学校同窓会総会で特別展示されたF1レースカー（アトリウム1Fにて） 

貝沼建設株式会社
　　　中川支店 不動産管理部

藤内 隆 さん
（星城高等学校第31回生）

東海産業医療団中央病院
勤務。高校卒業後、大学へ
進学、建築業へ就職するが、
27歳の時、一念発起。退職
して、理学療法士の道を目
指す。 

奮闘中！理学療法士1年生 星城大学リハビリテーション学院Ⅰ部第1期生

　星城高校で学んだことが、
　僕のベースになっています。

先を見据えて、何事にも打ち
込むことを学びました。高校3
年間は、レスリングに打ち込み、
インターハイ出場。そして専門
学校の3年間は、理学療法士
になるためにひたすら勉強をが

んばりました。高校在学中はいろんな事が厳しいと感じるかもしれませんが、社会人とな
って、挨拶ひとつとっても人間としての基本的な教えを徹底的に学べる学校だったと確
信しました。 

　理学療法士になるまで。

30年間で一番つらかったのが専門学校での3年間でした。人生で一番勉強しました。1
年生最後の実習でものすごく変わりました。現場に行ってはじめて、先生方が教えて下さ
っていた事がわかる。そして現場の先生方を目の当たりにして、心構えとか充実感とか、
わずか1週間のことでしたが、本当に貴重な体験でした。 
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