
今春現役合格者の体験談

ZIP-FMミュージック・ナビゲーター

学園傘下の各学校のニュース

「星城二代」父から娘へ、星城大学第1期生の「今」、「ここにも先輩が！！」

医療現場で活躍
 「医師として」―患者さんが笑顔になるために―

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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特
集 医師として 

地域から信頼される 
医療機関として頑張りたい 

自分の専門をプラスした 
地域医療を目指す 

現在、私は豊橋市の整形外科病院に勤務しています。本来、適切な診療は医師と患者さんとの信

頼関係の上に行われるべきものです。しかし、巷に氾濫する医療情報のために患者さんの思い込み

が強く、時として治療の妨げになる事も少なからずあります。患者さんが不利益をこうむる事の無い様に、

診断から治療方法の選択、治癒に至るまで患者さんが納得のいく最善の治療の流れを適切にコーデ

ィネートする事を特に心がけています。決して楽な仕事ではありませんが、診療の結果「おかげさまで大

変良くなりました」「ありがとう」という言葉を「生きがい」に日々 仕事に取り組んでいます。 

現在、医療不信や医療費削減、医療従事者不足などでなにかと風当たりの強い医療業界ですが、

医師は誰にでもできるものではなく人の命を預かる非常にやりがいのある仕事だと思います。

是非この分野にチャレンジして下さい。

―患者さんの立場に立ち、最善の治療を行うことを目標に医療に取り組む― 

「患者さんが笑顔になるために」 

滝川 一亮 さん

星城高等学校 第17回生 
医療法人 社団 一誠会
滝川病院 副院長

加藤 剛 さん

星城高等学校 第26回生 
内科医（大学院在学中）

後輩へ

「親を大切に。」小児科で入院している子どもの母親をみていて、大変だと思います。自分の子ども

のために本当に一生懸命になっている姿をみるにつけ、親の苦労を感じます。「親を大切に。」の気持

ちを忘れずに目標に向かって下さい。

後輩へ

仰星コースの中で私は、決して抜きん出た優等生ではありませんでした。高校生活の中で親

身に指導してくださる先生と良き友人との出会いが今の私の基礎となっています。医師として大

切なのは、常に「奉仕の精神」をもって誠心誠意患者に尽くし、病気と戦うことです。タフな精神

と肉体を必要とする職業ですが、日々やりがいを感じます。是非、医療の道へ挑戦してください。

後輩へ

私の目標は、地域医療で活躍することです。大学院を卒業した後は、開業医になる道を決めていま

す。今はある程度、専門的な医療を勉強していますが、開業医は、幅広い疾患を診ていく必要があり、

その勉強もしっかりしてホームドクターとして信頼される医療を目指していきます。経験の積み重ねを大

切にして、広い視野を持って、医療に携わっていきたいです。 

子どもなりに一生懸命な姿が、 
私の背中を押してくれる 

加藤 綾子 さん

星城高等学校 第32回生 
名鉄病院 小児科勤務

処置するときにすごく泣いている子どもが、必死に頑張っている姿をみると小児科を選んで良かったと思

います。将来、この道の専門医を目指しています。 

私は、父が開業医で、兄が同じ高校・同じ大学を出て医師となっていますが、高校時代小さな反抗心から

医師になりたくないと思った時期もありました。今は、自分の病気が理解できる大人と違って、親が子どものた

めに一生懸命になる姿や子どもとのコミュニケーションの難しさ、いろいろと質問攻めにあいますが、その都度

説明して子どもなりに納得していく、「かわいさ」に医師としての生きがいを感じています。 

医療現場で活躍している星城OB生  ―愛知県でピックアップ― 
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夢を持ってください。夢に向かってがむしゃらに挑戦することを恐れないで下さい。夢をみる

事が、夢への達成の第一歩だから･･･

後輩へ

自分が何を目指すか、成績が良いからではなくて、目標がはっきりしていて、本当に「医師

になりたい人」に医療についてほしいと願います。高校生活は一度きりなので、勉強でも、部

活でも、悔いの残らないように過ごして下さい。

後輩へ

目標を持つことが大事です。何を目指すかそれぞれですが自分の目標に向

かって頑張って下さい。

後輩へ

医療技術・教育の先進国である 
アメリカで臨床経験をつみたい 
高校卒業後、カナダへ留学しました。最初の大学は満足いかず1年で退学し、現地の短大へ進みま

した。その後、4年制の州立大学理学部へ編入し生化学を専攻しました。卒後、帰国し島根医科大学

へ学士編入した後、現在はトヨタ記念病院で働いています。 

高校はバスケットをやりたくて伝統ある星城高等学校に入学しました。バスケットを通して、素晴らし

い監督やチームメイトに恵まれ、数え切れないほど大切な事を学びました。高校時代のバスケット生活

が今までで一番辛い時期でしたが、その辛い時期を乗り越えたからこそ今の自分があり、これからどん

な苦境にも乗り越えていけると自負しています。 

今後の目標は、世界で活躍できる、必要とされる医師になりたいです。その一環として、医療技術・

教育の先進国である米国で臨床経験をつみたいと思っています。 

朝枝 由紀子 さん

星城高等学校 第32回生 
トヨタ記念病院 統合診療科勤務

内科・消化器科の 
「専門医」を目指す 

医師の世界は厳しく、医学は日々進歩しています。その中でも、内視鏡検査は急

激に発達しており、カプセル内視鏡もありますし、ダイナミックな画質によって病気が目

に見えて分かります。同じ病気で同じケースでも、全く違う経過だったりしますので、

細かいところまでポイントを確認し、やるべきことを後回しにしないことを心がけています。

自分の患者さんの命を預かっているという「責任感」を持つ事が大切です。 

日比野 祐介 さん

星城高等学校 第32回生 
国立病院機構 名古屋医療センター
消化器科勤務

「思いやり」をもって 
接する事が大事 

佐宗 俊 さん

星城高等学校 第34回生 
蒲郡市民病院 研修医

今年、研修医として勤務したばかりです。患者さんを助けることが医師だと思っていましたが、実

際には全員は助けてあげられない。そんな現実の中、患者さんに不快や不安を与えないように、そ

れには本当に信頼と思いやりが大事だと思います。研修医が終わって専門にはいっていきますが、

専門だけの知識や技術だけでなく、オールマイティではないですけれど、全般的な医療ができるよう

になることを目標に日々 、励んでいます。 

星城高等学校創立45周年・星城中学校創立15周年記念



「今ある時間を楽しめるだけの

  余裕を持つこと。」

伊佐  進  さん
（星城高等学校 第42回生）

東京大学文科Ⅲ類在学中

忙中閑あり
―真理を追い求めて―

心にゆとりを持つことは、目標を達成

するための第一歩です。私の場合は、読

書。そして多くの人との語らいが私の心

に余裕を与えてくれました。 

受験はあくまで、学校が便宜上定めた

特殊な世界です。自分の夢に向かう渡し場での単なる手続きとして捉え、淡々

と積み上げられた書類の1枚ずつに自分の今まで努力した刻印を押して、

処理していく一作業に過ぎなく、常に自分の将来を見据えることが大事だ

と思います。 

自分の目指すゴールに辿り着く

ためにも、心に余裕と冷静さを忘れ

ずに頑張って下さい。 

「明確な目標を定め集中すること。」

翠川  ちひろ  さん
（星城高等学校 第42回生）

早稲田大学スポーツ科学部在学中

大学でも
スポーツで夢を実現

ソフトボール中心の高校生活で、全国大会を

目指して日々練習に取り組んでいました。将来

は中学校の先生になりたくて、厳しい環境の中

で自分なりに工夫をして部活と勉強の両立を心

掛け、それぞれに目標をもつことにより夢の実現

に繋がったのだと思います。 

大学では、高校生活でのいろいろな経験が生き、充実した毎日を送っています。

私は、高校生活の3年間はとても大事な時期だったと思います。将来のために今

を大事にしてほしいと思います。 

夢、  夢、  夢、  
実現の案内人  実現

－今春現役合格者が高校  

本校の生徒に話していることは、これから80年、

100年長い人生を生きていく中で、「高校生活

の3年間が最も大切だ」と。これは、自分の将来、

学校長　石田  正城
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「F１レーサーも夢のひとつ」
中嶋  大祐  さん
（星城高等学校 第42回生）

青山学院大学国際政経学部在学中

レーサーへの夢の実現のために

レースの世界しか知らない人間になりたくない。受験勉強は苦しいもので、その段

階で妥協した選択をしてしまうと、いろいろな疑問や悩みがでてきてしまうと思います。

自分がやりたい事や、将来の幅を広げるためにも、勉強を頑張るようになりました。ま

だ、将来について定まっていない人でも、あらゆる事にチャレンジして、できるだけの

努力をしてほしいと思います。 

高校生活が終わって、大学へ入学した時に後悔をしないような選択ができるよう

に頑張ってほしいと思います。 

「周りの激励が励みに、

  　　　　　　  作業療法士への夢に向かう。」

長坂  まり  さん
（星城高等学校 第42回生）

星城大学リハビリテーション学部在学中

作業療法士になるための
学習と部活を両立

私の祖母が作業療法士の方にお世話になり回復していく姿を見ていて、作業療法士という仕

事に興味をもち、絶対になることを目標とし、部活も卓球部の部長として成績を残しました。 

高校生活では、何事にも目標をもち、その目標達成のために努力を続ける事がどれほど大切な

ことであるか知る事ができました。目標ができることで高校生活の過ごし方がかわってきます。こ

の大切な時期に自分の将来について考えてみてください。 

「精神力の勝負」

蜂須賀  慶  さん
（星城高等学校 第42回生）

名古屋大学経済学部在学中

寮の仲間が刺激

目標を定め、希望の大学に入学した

自分を想像してください。仰星コースは、

全寮制で厳しいというイメージをもって

いるかもしれませんが、自分ひとりで勉強するのではなく、寮の仲間でお互いに刺

激しながら勉強できる整った環境があり

ます。 

大学は基本的には自由ですが、決め

られた人生を歩むのではなく、自分で行

動して検索していってほしいと思います。

星城高等学校は努力している生徒に

はとことん面倒見てくれます。頑張って

努力をして最善を尽くしてください。 

夢、  
実現の案内人  の案内人  

と大学の生活を語りました－

自分の生き方は、先生や両親から定められるのではな

くて、自分で決めていく。自分の将来の方向づけを自

分でできるだけの力を、3年間でつけていってほしいと

願っているからです。 

星城高等学校。

「星」は、夜空に光り輝

いている星を仰いで、

今日の一日を反省し「よ

し、明日も」という気持

ちを持っていただきたい。

「城」は、どっしりと、大

きい物の見方。広い視

野をもってほしい。そ

んな願いをもった校名

となっています。 

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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南城　大輔 さん　（星城高等学校 第30回生）

－自分の将来を考える、かなえる努力をする、実現する－

自分の可能性をみつけて活躍している 
先輩からのアドバイス 

FLASH Z-NIGHT【月～木　19:00-22:00】 
ZIP-FMミュージック・ナビゲーター 

星城大学「部活動健闘祝賀会 
および資格取得者表彰式」 

星城中学校「百人一首大会」 

星城大学リハビリテーション学院 
「就職対策講座」 

星の城幼稚園 
「生活発表会」 
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ZIP-CITYのアフターナイトは楽しい夜遊び

情報や今晩使える情報をダンスポップ中心にト

ランス、ユーロビート、テクノ、ハウス、ヒップホッ

プ、R&B、ソウル、レゲエなど元気なナンバーと

共にオンエア!自分にしかできないことに挑戦。 

星城高等学校は、一本筋がとおった先生方がいて、個性をもった生徒がたくさん集まる学校です。そういう環境で、自分に合った友

達や恩師を見つけられるかどうか、どんな人間関係がつくれるか大事な時期だと思います。あとは、勉強でも、部活でも、何事において

もクリアする努力や過程が大事であり、僕は信頼できる友達や恩師に恵まれ、姉妹校に留学をした影響で、クラブDJデビューをしました。

高校卒業後は、大学へ進学し、大学院では学校経営と集団教育、いじめ、国際コミュニケーションを学びました。僕は、音楽が好きで、

教育学に興味があり、講演もやっていますが、まだパワーが足りないと思います。今の仕事を通じて、周りが僕の言葉に響いて、意見を

聞いてくれるようになったら、教育学の方で頑張りたいと思っています。 

パーソナリティになるには。 

僕は、3年半のAD生活後、第8回ミュージック・ナビゲーターコンテストに出場し、準グランプリ受賞し、ZIP-FMでデビューに至りました。 

後輩へ。 

物事で挫折したときでも、その時はベストを尽くしたわけです。いろいろな選択肢の中でその時にこれだと思って行動したことに対し

て、結果がそれだったと思うしかない。「…たら、…れば」の話をしても、それでもベストだったわけなので、後悔の仕様がなく、タイムマシ

ンで時間を戻せるわけでもない。あとは、自分を支えてくれる人間関係をつくっておくことが大事です。 

■ 南城さんの1日　平日

■ 週末は、DJやイベント開催

自分の言葉に対して、
　　何かを感じ取ってほしい。

東京へ

お台場にてテレビの収録

名古屋へ

ZIP-FMスタジオ入り

生放送

CM等収録

24時間体制にて精力的に仕事に打ち込む

7:00

10:30

15:00

17:15

19：00-22:00

～24:00

当日の原稿を入念に秒単位にて 
読み合わせを行う。 

星城大学「部活動健闘祝賀会 
および資格取得者表彰式」 
星城大学「部活動健闘祝賀会 
および資格取得者表彰式」 

星城中学校「百人一首大会」 星城中学校「百人一首大会」 

星城大学リハビリテーション学院 
「就職対策講座」 
星城大学リハビリテーション学院 
「就職対策講座」 

部活動において、「同士の意思疎通が十分にあり、心がひとつにな

って出せた結果に敬意を表します」という理事長の挨拶に始まり、硬式

野球部、女子バレーボール部、柔道部が表彰されました。硬式野球部

は2部で2位となり、1部リーグとの入れ替え戦にも出場し、女子バレーボ

ール部も2部2位の成績で、創部以来最高の結果が得られ、柔道部は、

春秋とも1部で活躍、全国大会出場をめざしています。また、大学祭を

成功に導いた学生会実行委員会や、販売士検定などさまざまな資格取

得者が表彰され、お互いの健闘を称えながらの歓談が行われました。 

新春恒例の百人一首大会が、盛大に行われました。日本の伝統文化に

触れる経験は、オーストラリア語学研修での異文化理解に生かされることで

しょう。また、大会に向けて、何ヶ月も前から練習に励み、自分たちで作る大

会を自分たちの思いで盛り上げていく姿は、まさに“これぞ星城中学生!!”と

いった感じです。今年の優勝も、やはり3年生の手に渡りましたが、優勝の

喜びをいっそう膨らませたのは、１・２年生の果敢に挑戦する姿だったのでは

ないでしょうか。生徒の思いが源となって作り上げられた大会でした。 

星の城幼稚園 
「生活発表会」 
星の城幼稚園 
「生活発表会」 
年長組の「ライオンキング」では、劇団四季を

おもわせるような衣装で発表、年中組の「スイミー」

では、赤い魚たちが黒のスイミーとともに協力して

サメに立ち向かう様子を工夫して作り上げるなど、

各クラスともそれぞれの持ち味を生かした内容で

見ごたえのある発表会でした。 

Ⅰ部3年生、Ⅱ部4年生を対象に「他校の学生に負けない面接テクニック」をテ

ーマとして開催されました。医療界に限定せず広く社会一般の常識を伝えて頂い

た上で、挨拶の仕方から始まりました。男性は踵をつけてつま先を45～90℃に開き、

手は手先を伸ばして体側に、女性は両足をそろえ、手は左を上にして前で組む。

それから相手の目を見てはっきりと「よろしくお願い致します」。お辞儀は素早く、

戻りはゆっくりと、事細かにご指導頂きました。面接実技では自分を伝えるコミュニ

ケーション力と熱意の重要性が改めて認識でき、大変有意義な１日でした。 
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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

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
星城大学院
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高井 佐織さん
（星城大学 第1期生／
　星城高等学校 第37回生）

元来、「まちづくり」に興味があり、大学のゼミで専攻し、地域の美化
活動にも参加。本でもいろいろ調べていましたので、地域に根付いた
当行に魅力を感じて、就職部で相談をして紹介していただきました。 

（父） 
 
 
 
 
（娘） 

娘は星城高等学校国際コース最後の卒業生です。校長先生の理
念「真の国際人を育てる」を学び、卒業後1年間アメリカへ語学留学
しました。帰国後の就職は、私の添乗員経験から、「Shangri-La hotel」
を勧めました。安心して娘を預ける事ができる良いホテルだと思いま
した。条件は「英語が話せる」ことのみでした。 
中国語は全く話せないまま、中国の大連市のホテルに配属され、ロビ
ーに立っていましたが、日本語が話せる中国人としか見られませんの
で、苦労も多く、当初は「1年で辞める」と思っていました。しかし1年が
過ぎ、聞き取りができるようになり、今は「真の国際人」になりたいと頑
張っています。 

（父）関 和典 さん 
（星城高等学校 第9回生） 

（娘）関 祐佳 さん 
（星城高等学校 第39回生） 

星城二代 
～父から娘へ～ 

Q． 中国で仕事されるきっかけは。 

（父） 
 
 
 
 
（娘） 

「真の文化」に接する事ができる国際コースを卒業したことが良かった。
ホームステイの受け入れや、オーストラリアの語学研修、日本の文化で
ある「名古屋をどり」の舞台にも立てました。今はグローバルに活躍し
ております。他校へ入学していたらそのような巡り合わせはなかった
のではないかと思います。 
「名古屋をどり」は授業でありました。西川先生から自分で習えばこ
の舞台で、１人で立てると言われて、練習を重ねて、2度も舞台に立
つことができました。 

Q． 星城高等学校の思い出は。 

（父） 
 
（娘） 

「プチ淑女」「プチ紳士」になって下さい。小さい事からでもやってい
かないと何もはじまりません。 
自分の意思をもって、良いことや悪いことを判断してほしい。それと、
自分の興味があることは何でもやってみた方が良いと思います。 

Q． 後輩へ一言お願いします。 

就職活動はいかがでしたか？

『常に笑顔で。』

「常に笑顔」です。幅広い知識を求められる業種ですので、就職し
てすぐ生命保険の資格や証券外務員の資格を取得しました。他にも
テストがあり、資格取得のために通信教育での勉強と、日々の業務で
精一杯です。しかし、「笑顔」を絶やさない事を心がけています。業務
としては、後方事務を担当していますが、早くメインテラになることを目
標に努力しています。 

業務において心がけていることは。

ソフトボールです。中学生の時から、星城高等学校の女子ソフトボ
ール部の練習に参加していました。先輩は怖くて、厳しい部活でしたが、
そこから上下関係を学びました。星城大学からはアルバイトをきっかけ
にゴルフに目覚めて、父に習いながらはじめました。今は、コースも回っ
ています。 

学生時代に頑張ったことは。

「常に笑顔」で頑張って下さい。私は、ソフトボール部で上下関係を
学び、大学在学中に秘書検定を取得したことで、電話応対など、社会
人として早く適応することができたと思います。 

後輩へ一言お願いします。

「指示待ち世代」と言われていますが、言われたことだけを行うの
ではなくて、自分で勉強して自己啓発に励んでいただきたいと思い
ます。 

１． 企業が求める人物像とは。

やはり、マナーであり、挨拶です。アルバイトも組織というものがわ
かる良い社会勉強となるでしょう。 

２． 学生時代に学んでおくべきことは。

部下の相談に対して、すぐ対応するなど、「風通しの良い職場環境」
を考えたいと常に思っています。 

３． ご自身の業務に対する心構えとは。

中京銀行 常滑支店

堀内 和浩さん
（星城高等学校 第14回生）
中京銀行 常滑支店 次長
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ここにも先輩が！！ここにも先輩が！！

和典さんは、（株）名鉄知多バス旅行
営業部・かもめツアーセンター所長とし
て勤務。在学中は父母の会会長、現
在は同窓会役員も。祐佳さんは、中国
大連市にある「Shangri-La hotel」の
ゲストリレーションオフィサーとして勤務。 
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星城高等学校 


