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フォーミュラ・ニッポン
           星城高OB ３人出場

レース直後、嬉しそうに“いちばん”を掲げる中嶋一貴選手

　平成23年度星城懇話会 総会が
名古屋ガーデンパレスにおいて
開催されました。
　総会後に、東海テレビアナウンス
専門局長の高井 一氏を講師にお
迎えし、｢すばらしい日本語を取り
戻そう｣という題目で講演をしてい
ただきました。

言葉の平坦化や母音をはっきり発しない、カタカナ語の氾濫など現代の
日本語が抱える問題点について、高井氏ご自身の経験から大変分かり易く
話されました。会場全体が熱心に聞き入る様子が見られ、｢今更ながら反
省させられる｣という声も聞かれました。
　また、講演後は高井氏を囲んでの立食パーティーが行われ、会員相互の
親睦を深めました。

文部科学大臣賞
　第33回日本新工芸展が6月1日（水）～7日（火）名古屋・
松坂屋美術館にて開催されました。文部科学大臣賞を受
賞した陶芸家・待田和宏さん（星城高校第6回生）の作品
撓屈｢昉Ⅱ｣が展示され、6月3日には待田さんによる列品
解説が行われました。
　この作品は、白と淡い青色のグラデーションが大変美
しく表現された大作です。待田さん
は、高校を卒業後、大阪芸術大学
の陶芸科で学ばれ、文化勲章を
受章された楠部弥弌（くすべ
やいち）先生の内弟子として精進
されました。現在では、この日本
新工芸展のみならず、この地域の
陶芸家の第1人者の一人として
「日展」の常連であり、日展特選も
受賞されています。

星城高校第6回生 待田 和宏さん

星 城 懇 話 会 だ よ り
5月14日　　
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　日本の自動車トップレース「全日本選手権フォーミュラ・
ニッポン第2戦」が6月4、5日に大分県・オートポリスで開催
されました。全16台で争われた今大会にはなんと3名もの
星城高校卒業生が出場しました。第37回生の嵯峨宏紀選手
(28)と第38回生の中嶋一貴選手(26)、第42回生の中嶋大祐
選手(22)です。
　中でも、中嶋一貴選手は一昨年まで世界を駆け巡るF1
のレーサーとして日本を代表する選手として活躍。今もそ
のチャンスをうかがいながら、日本国内でさらに腕を磨い
ています。この大会でも見事な戦略とドライビングテク
ニックで他を圧倒し優勝を飾りました。
　決勝レース 13番手からスタートを切った中嶋一貴選手
は1周終了直後にピットイン。ウェットからドライタイヤに
交換し一気に2位までポジションアップ。終盤に首位に立
ちそのままゴール、優勝しました。2戦までの総合ドライ
バーポイントでも首位に立っています。この2戦は嵯峨選手
と中嶋大祐選手はともにリタイアという結果でした。
　中嶋選手は｢しっかりゴールまでマシンを運べて良かっ
たです。ここ何年
もなかった、全
てがうまくカチッ
とはまったレー
スでした。｣と
語っていました。

活躍する星城高校OB
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「名古屋石田学園 
創立　　　周年を迎えて」70

創立者  石田 鏇徳先生のあゆみ

後継者としての覚悟
価値観の変化そして、
今、教育界に求められること

「名古屋石田学園 
創立　　　周年を迎えて」70

Masaki
Ishida

　石田鏇徳先生は小学校を15歳で卒業後、10数年の苦学生の道を歩み、29歳で旧制中学校
の教諭として就任され、昭和16年、35歳で自らの体験をもとに青少年の錬成道場として、
寝食を共にした私塾「明徳学舘」を創立されました。
　創立の「創」は槍と刀の合成字です。経済的に無一文でありながら理想の教育を目指し、
正に血の滲む苦労をされ開校されました。ところが同年12月には太平洋戦争に突入、学徒
動員令、名古屋大空襲、そして20年に終戦と、夢が途絶えてしまいました。
　昭和20年末に再度「志」を立て平和国家建設の一翼を担う青少年の育成を目指し、英語
教育をもとに名古屋英学塾を設立、26年には
学校法人石田学園として認可を受けました。
更に38年「明日の日本を背負う逞しい人
間づくり」を念願し星城高等学校を設立
されました。しかし残念な事に昭和50
年志半ばで急逝69歳、創立35年目
でありました。

7070

2

柴田  清 先生

焼け野原の中から…
 学園創立70周年おめでとうございます。私はこの石田学園を、お世話になる以前から
知っていました。私の世代は戦中の育ちで旧制の中等学校に通っていました。戦いは
日に日に激しくなり、遂には学ぶどころではなく、学徒動員となりました。
　私の動員先は三菱重工業、名古屋製鉄所でした。名古屋も大空襲に何度もあい、
生命のあるのが不思議なくらいでした。不幸にも日本は無条件降伏という惨めな結果
となり、我に返ってみれば日本中いたるところが焼土となりました。先日起こった
東日本大震災の被害の後と同じで一面野原と化してしまいました。

星城高校の前進
　そんな状況の中、創立者石田鏇徳先生はこの日本を立ち直らせるのは若者を教育することだと、復興の第一歩として、名古屋
英学塾をいち早く立ち上げてみえました。
　その頃の私達は戦い終わって学校に復帰。学校も卒業とは名ばかりで、何も学んだ記憶がありませんでした。そんな私達に、
塾は大変役立っていたのです。その環境を作られたのが鏇徳先生です。先生は更に一歩一歩、教育の場を充実され星城高等
学校を創立されました。当時、私は公立学校の教師をやっていましたが、縁あって創立3年目の星城高等学校に勤めることに
なったのです。私は創立者石田鏇徳先生に初めてお会いした時、先生の青少年に対する教育の情熱とその人柄に感動し、
この先生のもとで、この星城高等学校で骨を埋めようと心に決めました。時に昭和40年4月1日のことでした。
　それから40余年この間に鏇徳先生を先頭に苦楽を共に学校づくりに精進したのです。公立学校では考えられない厳しい壁
に立ちはだかれ、そしてようやく光が見えだしたとき不幸にも先生は病に倒れ、帰らぬ人となってしまいました。私は志半ばで
生涯を終えられた先生はさぞ残念であったと察します。振り返ってみると、創立当時の星城高等学校は先生も生徒も充分な
施設・設備がない中、どこにも負けない高校作り（校風・特色）に全力を尽していました。

がんばれ石田学園
　石田学園は鏇徳先生の意思を引き継いだ石田正城先生をはじめ、英城、直城両先生とその周りを支えた先生職員が力を
結集され、地元をはじめ広く認められ、少しずつ評価される学校となってまいりました。
　私立学校は先生・生徒が自分達で作り育てることで良さを発揮するものです。それには何をおいても生徒の確保が大切です。
公立志向の高い愛知県で私立高等学校が生き残ることは容易ではありません。そんな中でこの21世紀は日本の人口は減少
の一途。更に公立高等学校授業料無償化と私立学校にとってはかつてない厳しい社会環境に見舞われています。
　私は以前、同窓会の会報か何かに｢星のように　キラリと光る星城高校｣と題して投稿したことを思い出し、間近に迫る星城
高校50周年を期して、一人一人の教職員が自身を見つめ直し、初心に返って欲しいと思います。そして、また学園傘下のそれ
ぞれの学校、学園もすばらしい周年を迎えたいものです。
　石田学園70周年を迎えるにあたり、エールを送り、更なる発展を祈ります。
｢星のように　キラリと光る石田学園｣　ガンバレ日本　ガンバレ石田学園…　　　合掌

理事長・学園長 石田 正城 歴史を振り返る…　

　今年、創立70周年を迎えました。「創業易守成難」という諺
が有ります。今日まで「建学の精神が私学の命」と遮二無二
に努力してまいりました。
 「年年歳歳花相似たり、歳歳年年人同じからず」という有名
な句にもありますように世代の変化は当然でありますが、
教員・保護者・生徒たちの価値観も大きく変化し、「建学の精神」
の高揚、具現化を進めていくことはなかなか難しい時代に
なってまいりました。
 去る3月11日の東日本大震災以後、「自然を超越しようとして
きた文明、浪費経済、欲望社会」から特に教育界では「自然
への畏敬　清貪思想（足ることを知る）」に戻り、謙虚な生き
方を求める指導が必要だと思います。創立60周年時に第二
期建学の精神として創立者の意を体し、「礼節・感謝　自修
的努力　社会貢献」の理念を打ち出しました。今年、70周年
を迎え全学園の関係者が脚下照顧、一体となって研鑚・努力
され学園の将来を築いていただくよう祈念申し上げます。

　石田学園は、21世紀初頭に創立60周年を迎えました。
創立者没後25年、創立の苦しみ、志半ばでの無念を想う時、
大学教育を通じて日本のリーダーの育成に努めたいという
意志を持ってみえたことから、後継者として「大学設置」を
実現すべく覚悟を決めました。
　明徳短期大学を経て「星城大学」を設置計画する中で
「日本は戦後55年間、様々な要因から世界の冠たる存在まで
成長させていただいた」ことの思いを大切に社会に恩返し、
報謝の気持ちをもてる学生の育成の場として、事業に、医療
に、貢献できる学部を指向し、経営学部・リハビリテーション
学部を立ち上げました。

我が学園70年の
歴史を振り返る…　

柴田  清 先生前  評議員・星城高等学校総務部長

我が学園70年の
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校長 石田 孝
本年度４月から 星城中学校の校長として勤務いたしております
よろしくお願いいたします

平成２４年度は
中学校開校２０周年という節目の年となります

「君 努力し続けるという
     試練を乗り越え、輝く未来をつかめ」

まずは、　「とことんきめ細やかな指導（面倒見のよい学校）」
　　　 　「伝統と実績に支えられた星城中学生という誇りと自負心の醸成」
　　　　 「他の学校にない試みや多様な教育活動への挑戦」
　　　 　「勉学に励み、人としてのあり方を学び、紳士・淑女を育てる学校」
など、これまでの取り組みのいっそうの充実に努め、子どもの夢を育む中学校と
なるよう教職員一丸となって努力してまいります。
皆様方の今後いっそうのご支援とご協力をお願いいたします。

学校法人 名古屋石田学園 創立70周年
記念式典のお知らせ
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星城大学元気創造研究センター

　星城大学では、平成23年4月の元気創造研究センター開設を記念して、5月28日に
「本物に学ぶ人づくり」をテーマとしたシンポジウムを開催しました。
　当センター長・水野豊学長(右写真)より「地域貢献の人づくり大学再考」～元気創造研究
センター発足に当たって～という内容で、社会貢献を目指す星城大学がそれを実践でき
る学生の力を育む「人づくり」と教職員が地域と積極的に連携しつつ、共同研究に取り組み
その成果を社会に情報発信することを目的としている当センター設立の趣旨が報告され
ました。
　基調講演では、講師の小野晋也氏（OAK・TREE運動主宰 元文部科学副大臣）が｢夢出せ！
知恵出せ！元気出せ！｣～志のある人づくり～と題して、「志」とは十を一にする心であるとし、
それが「本物」を目指す原動力であり、自分の持っているものを一つにすることで自らの
取り組みに一貫性を持たせることが、本物を志向した生き方であり、そして自分の内なる
力である「夢」・「知恵」・「元気」に気づき、それらを生かすことによって力強い志を持って生きていくことの大事さを熱く語られ
ました。また、星城大学での教育においては、人間の根幹をなす「知」・「徳」・「体」を整え「生きる力」を養う責務を果たすべきと
の指摘を受けました。
　4名によるパネルディスカッション「本物に学ぶ人づくり～歴史に学ぶ、地域に学ぶ～」では、パネリストがそれぞれの立場
から「人づくり教育」について貴重な発言と提案がなされました。まず、犬飼康博氏（中部日本放送（株）取締役/（株）シー・ウェー
ブ代表取締役社長）は、高度情報社会の弊害として若者のコミュニケーションの希薄化とその能力低下を憂い、対人関係の本
質を見極める情報伝達技術の重要性を指摘され、次に坪田知広氏（観光庁観光地域振興課地域競争力強化支援室長（兼）ス
ポーツ観光推進室長）は、教育には本物の情報収集と本物の体験学習が必要であり、これまでの学習や試験の見直しが求めら
れている点を強調されていました。そして早川康司氏（東海市教育委員会委員長/（社）東海青年会議所元理事長）は、先人から生
き方や考え方を学び、それらを踏まえてチャレンジ精神をもち、自らの可能性にチャレンジする精神を持つことの重要性が述べ
られました。最後に吉村ゆきその氏（上方舞舞踊家/（社）日本舞踊協会参与）は、伝統芸能の伝承者の立場から、知識の詰め込
みではなく、人間として行儀と作法とを兼ね備える重要性を説き、それらが現在の学生教育には欠けていると指摘されました。
　本シンポジウムには、有識者や地域の方々、教育関係者など、本学教職員を中心として150名ほどの参加者があり、今後の
教育のあり方に示唆を得ることができ、貴重なシンポジウムとなりました。

平成22年度 決算の概要
●資金収支計算書は、当該会計年
度の資金の動きを明らかにしたも
ので、教育研究活動及びその活動
に付随するすべての収入・支出の
内容が記載され、消費収支計算書
にはない前受金収入や施設・設備
関係の支出等が計上されています。

●消費収支計算書は、帰属収入か
ら基本金組み入れ額を控除し「消
費収入」として、人件費・教育研究経
費・管理経費等当年度で消費する
「消費支出」と対比させ、その均衡
の状況や内容により、経営状況を示
したものです。

●貸借対照表は平成23年3月31日
現在の財務状況を示すものです。

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

科  目 決  算 構成比
2,580,857
800,782
533,594
85,916
103,992
91,344

3,664,828
1,038,857
8,900,170

29.0%
9.0%
6.0%
1.0%
1.2%
1.0%
41.2%
11.7%
100.0%
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資金収支計算書
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800,782
85,916
103,992
97,536
116,825

3,785,908
△ 15,217
3,770,691

68.2%
21.2%
2.3%
2.7%
2.6%
3.1%

100.0%
－
－
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固定資産
流動資産
資産の部合計

科  目 本年度末 構成比
17,428,865
2,121,651
19,550,516

89.1%
10.9%
100.0%
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（単位：千円）
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962,012
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17,342,459
234,914

19,550,516

4.9%
5.2%
88.7%
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100.0%
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　「子どもはかわいい。先生はすてきだ。学校は楽しい。」これは、これまで学校教育に携わってきた私の好きな言葉の一つです。
　一杯の夢や希望を胸に抱き入学してきた一人ひとりの子どものよさを、全教職員でしっかり受けとめ、温かく見守りつつ粘り強く支援
していきたい。そして、石田学園建学以来の教育目標である「感謝のできる実践力に富んだ逞しい人間の育成」、建学の精神である
「彼我一体」を、まず校長として胸に深く刻み、その実現・具現化に努めていきたいと考えています。
　さて、４月５日の入学式において、私は新入生諸君に「なぜ学校はあるのか、なぜ学校に通うのか」
と問い、「学校は君たちが幸せになるためにある」「しかし、思い願っているだけでは幸せにはなれな
い。『知』『徳』『体』を、この星城中学校での生活を通して磨くことこそが大切である」と結びました。
　また始業式では、「　君　勇気をもって未来の扉の前に立て。そして自らの手でその扉を開け。
そこには輝く未来がある。　君　勇気をもって輝く未来を見つめよ。そして自らの手でその未来
をつかむ努力をせよ。輝きは簡単にはつかめない。頑張っても頑張っても、つかめたようでも
スルリと逃げる。　君　決してあきらめるな。そして努力を惜しむな。輝く未来は君を試して
いる。君があきらめるのを見過ごさない。　君　努力し続けるという試練を乗り越え、輝く
未来をつかめ。」と語り、星城中学生へのエールとしました。

校長 石田 孝
本年度４月から 星城中学校の校長として勤務いたしております
よろしくお願いいたします
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　　　 　「伝統と実績に支えられた星城中学生という誇りと自負心の醸成」
　　　　 「他の学校にない試みや多様な教育活動への挑戦」
　　　 　「勉学に励み、人としてのあり方を学び、紳士・淑女を育てる学校」
など、これまでの取り組みのいっそうの充実に努め、子どもの夢を育む中学校と
なるよう教職員一丸となって努力してまいります。
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学園アラカトル学園アラカトル

　5月29日、決勝戦が行われ、見事ハンドボール部が男女アベック優勝を果たしました。
アベックでの全国大会出場はハンドボール王国愛知県に於いても初の快挙です。女子は
先輩たちが積み上げた戦跡の末の優勝、男子は初の決勝進出での勝利でした。
　創部以来一貫して「生徒自らが課題を発見・克服する」というコンセプトで指導にあたり、
自己発見できるような練習メニューをデザインしていると、顧問の大橋晃先生。そんな先生
方の想いが男女ともによく浸透している部です。
　チームの和を大切にしている男子部キャプテンの竹内功さんは「練習
メニューを決めることが難しい。自分で課題を見つけ、意味を
理解しながら本番に活かせるように意識して取り組んでい
ます」と語り、「優勝の瞬間は涙が出るほど嬉しかった。支えて
くれた両親に伝えたいと思いました。インターハイで勝っ
て応援してくれる人に恩返しがしたい」とのことでした。
　また女子部は「基礎技術」の反復を徹底し、時間を無駄
にしない練習で3度目の正直を結果にしました。キャプテンの堀池

真純さんは「優勝の瞬間、両親への感謝の気持ちとまだまだこれから頑張ろうという気持ちでした」と話し、「平日の
練習は3時間。土日は6～7時間で、週に4、5日の練習量。ほとんどが辛く苦しい日々ですが、ちゃんと自分と向き合い、
気づけた時、後悔した時に特に辛く感じます。インターハイでは正確なハンドボールが出来るよう、みんなで力を合
わせます」と意気込みを語ってくれました。

　昨年の県大会での逆転負けから、悔しさをバネに｢勝ち方｣にこだわる練習に取り組
み、ついに勝ち取ったインターハイ初出場。
　顧問の加古伸吾先生は石川県の強化合宿で出会った“プレッシャーの中で勝ち残る
為の練習方法”を導入。それは｢選手や監督たちの前に立って大声で歌う｣というユ
ニークなもの。地区予選が始まるまで毎日一人一芸を続け、大会当日も選手たちは笑
顔を絶やさず戦いました。
　小出慧美さんは試合を振り返り、｢必ずインターハイへ行く！｣と常に意識して臨んだ
と語ります。身に付けた精神的な強さを武器に、パートナーの岩本菜央さんと自信を
持って思いっきり試合をしたそうです。そんな部のPRポイントは｢チームのまとまり｣。
個人競技にもかかわらず、まとまりは県下1!!個性豊かで勢いのある明るいチームです。
小出さんは「全国大会ではベスト8以上を目指したいです。愛知県代表として恥ずかし
くないよう感謝の気持ちを忘れず、全力でプレーしてきます。応援よろしくお願いしま
す。」と締めくくってくれました。

　１年生は、４月のオリエンテーション合宿に始まり、５月には写生大会が
ありました。雨のため校内での実施でしたが、普段見慣れている風景の
中から、面白い絵が描けないかとみんなが個性にあわせた場所を探し
一生懸命、描きました。完成した絵は９月に行われる感謝祭で展示されます。
　2、３年生は、伊吹山登山に挑む予定でしたが、あいにくの雨で、リトル
ワールドに変更。一日で巡る世界旅行となりました。
また、定期テスト最終日には器楽講習会が行われました。２年生は卒業式に
演奏する「ウォルチング・マチルダ」や「君が代」、３年生はオーストラリア
語学研修で演奏する「ジュラシックパーク」の特訓レッスンを受け少し上達
できたと思います。

ハンドボール部
男女アベック初出場
ハンドボール部
男女アベック初出場

バドミントン部　女子ダブルス初出場バドミントン部　女子ダブルス初出場

創部初出場
クラブ紹介

【企業説明をする佐治さん(写真右)】

女子キャプテン▶
堀池真純さん

　5月25日（水）学内合同企業説明会が開催されました。今回も、地元の
元気な企業の方々に多数ご参加いただきました。本学の卒業生が在籍
する企業も多く、中でも貝沼建設株式会社から採用担当者としてお越し
いただいた経営学部第4期生の佐治大我さんは「自分にもこのような
時期があったことを思い出し、大変懐かしく思います」とご自身の就職
活動中のことを語られ丁寧に学生に対応していただきました。
　今後、多くの会社に足を運び、1人でも多くの学生が内定を獲得すること
を期待し、そのために必要な全面的な支援体制に取り組んでいきます。 
　この日は、多くの学生がスーツ姿で登校した為、学内の雰囲気も少し変わったように感じました。いずれ就職の時期を迎える学生たちも、
先輩方のスーツ姿をきっかけに、自分の将来について考えてみるのもよいのではないでしょうか。

就職活動　花盛り　　　　　　　　★星城大学★　

全国大会　出場選手　103名!!　　　　　　　　　　　　★星城高等学校★　

▲男子キャプテン竹内功さん

充実している中学校生活　　　　　★星城中学校★　

楽しかった土曜参観　親子で一緒に遊んだよ！　　　　　　　　　★星の城幼稚園★　

　5月14日（土）星城高校の体育館で、親子土曜参観が行われました。お父
さん、お母さんと一緒に準備体操。段々体がほぐれてきたところで、年少の
玉入れ。担任の先生の顔が貼ってあるポールの上の籠に玉を入れるのですが、
とっても高い所なので、お家の人に抱っこしてもらっての玉入れです。
嬉しい抱っこの玉入れはすぐにいっぱいになりました。
　年中はじゃんけんゲーム。先生とじゃんけんをして勝ったらお家の人と
①手をつないで②おんぶして③抱っこして進みます。
　年長は親探し・子探しゲーム。だんご虫のポーズになって顔をかくした
我が子を探します。宝探しのような気持ちになって、親子で楽しみました。
　限られた時間ではありましたが、親子で心地良い汗をかき、共有できる
楽しい時間を過ごすことができました。　　　　　　　　

★記念式典
★親子コンサート  「つばさとあそぼう♪」
★星の子会 ： 卒園生の同窓会
                ： タイムカプセルのオープン

働く姿を描く「オープンキャンパス 病院見学ツアー」 　  ★星城大学リハビリテーション学院★

　5月21日（土）に実施されたオープンキャンパスには、遠く香川・奈良・石川県からも
申し込みがあり、早い時期にも関わらず、高校3年生を中心に大学生、社会人を
含む多くの参加者がありました。
　今回の目玉である病院見学バスツアーでは、リハビリテーションセンターの現場で
直接治療にあたっている理学療法士の姿を見て自分の姿をイメージしたり、病院の
センター長の理学療法士になるための心構えや、仕事の遣り甲斐などの話は心に響
くものでした。理学療法士を目指す思いは更に強く、確実なものとなったようです。
　今後も9月迄オープンキャンパスを開催し、理学療法士の仕事と本学院の教育
内容を正しく伝え、理学療法士を目指す思いを強く抱いてもらうと共に、本学院入学
への思いも更に強めてもらえる様に企画していきます。希望者の参加をお待ちします。

「星誕会」

創立４０周年
「感謝の集い」

星の城幼稚園

岩本菜央さん　　　　小出慧美さん 「星誕会」は今年5周年を迎えます。卒業後も専門分野の研修や講演会を通じて
卒業生相互の支援を行っています。

【日 時】平成２３年８月３０日（火）
          9:30～12:10
【場 所】豊明市文化会館
          大ホール・ギャラリー
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フォーミュラ・ニッポン
           星城高OB ３人出場

レース直後、嬉しそうに“いちばん”を掲げる中嶋一貴選手

　平成23年度星城懇話会 総会が
名古屋ガーデンパレスにおいて
開催されました。
　総会後に、東海テレビアナウンス
専門局長の高井 一氏を講師にお
迎えし、｢すばらしい日本語を取り
戻そう｣という題目で講演をしてい
ただきました。

言葉の平坦化や母音をはっきり発しない、カタカナ語の氾濫など現代の
日本語が抱える問題点について、高井氏ご自身の経験から大変分かり易く
話されました。会場全体が熱心に聞き入る様子が見られ、｢今更ながら反
省させられる｣という声も聞かれました。
　また、講演後は高井氏を囲んでの立食パーティーが行われ、会員相互の
親睦を深めました。

文部科学大臣賞
　第33回日本新工芸展が6月1日（水）～7日（火）名古屋・
松坂屋美術館にて開催されました。文部科学大臣賞を受
賞した陶芸家・待田和宏さん（星城高校第6回生）の作品
撓屈｢昉Ⅱ｣が展示され、6月3日には待田さんによる列品
解説が行われました。
　この作品は、白と淡い青色のグラデーションが大変美
しく表現された大作です。待田さん
は、高校を卒業後、大阪芸術大学
の陶芸科で学ばれ、文化勲章を
受章された楠部弥弌（くすべ
やいち）先生の内弟子として精進
されました。現在では、この日本
新工芸展のみならず、この地域の
陶芸家の第1人者の一人として
「日展」の常連であり、日展特選も
受賞されています。

星城高校第6回生 待田 和宏さん

星 城 懇 話 会 だ よ り
5月14日　　

2011
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　日本の自動車トップレース「全日本選手権フォーミュラ・
ニッポン第2戦」が6月4、5日に大分県・オートポリスで開催
されました。全16台で争われた今大会にはなんと3名もの
星城高校卒業生が出場しました。第37回生の嵯峨宏紀選手
(28)と第38回生の中嶋一貴選手(26)、第42回生の中嶋大祐
選手(22)です。
　中でも、中嶋一貴選手は一昨年まで世界を駆け巡るF1
のレーサーとして日本を代表する選手として活躍。今もそ
のチャンスをうかがいながら、日本国内でさらに腕を磨い
ています。この大会でも見事な戦略とドライビングテク
ニックで他を圧倒し優勝を飾りました。
　決勝レース 13番手からスタートを切った中嶋一貴選手
は1周終了直後にピットイン。ウェットからドライタイヤに
交換し一気に2位までポジションアップ。終盤に首位に立
ちそのままゴール、優勝しました。2戦までの総合ドライ
バーポイントでも首位に立っています。この2戦は嵯峨選手
と中嶋大祐選手はともにリタイアという結果でした。
　中嶋選手は｢しっかりゴールまでマシンを運べて良かっ
たです。ここ何年
もなかった、全
てがうまくカチッ
とはまったレー
スでした。｣と
語っていました。

活躍する星城高校OB
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