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星城高校第30回生  南城 大輔さん

ZIP-FM収録スタジオにて　　             （左上）南城さんサイン

式典司会をする南城さん

　70周年記念と言う素晴らしい
式典の舞台に立たせて頂けた
事を光栄に思います。鏇徳先生、
正城先生を始め、たくさんの
先生方、先輩諸兄の築き上げ
られた伝統と歴史の重さを痛感
させられました。自分自身が
成長したから理解出来た事だと
思いますが、歴史ある学園、
たくさんの先輩・後輩を、本当に
誇りに思います。

活躍する星城高校OB
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記念文楽公演
名古屋石田学園創立70周年記念式典
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特集特集
記念文楽公演  ｢新版歌祭文　野埼村の段｣（現 石田正城理事長・創立者 故 石田鏇徳先生）

創立70周年記念式典

記念文楽公演  ｢団子売｣

㈱ZIP-FMでミュージックナビゲーターとして活躍され、70周年
記念式典の司会という大任を果たされた、南城大輔さんに“活躍
する卒業生”としてお話を伺いました。

70周年記念式典の司会をされた感想をお願いします。

　基本的には何も変わっていません。キャラを作る事なく
自然体で、嘘のない｢リアル｣・｢今｣を追求しながら、与えら
れた環境の中でベストを尽くすこと。
　あえて言うならば自分の役割を今まで以上に意識しながら
仕事をするようになりました。求められている事は何なのか？
僕にしか出来ない事は何なのか？その中で改めて｢自分の夢｣
を、そしてその｢ビジョン｣を描きながら仕事をしています。

番組を持って10年目、仕事に対する考え方は？

（父）県立受験に失敗しての星城入学で、多少の落ち込みは
ありましたが、１年の担任の先生や級友がそれらを打ち消して
くれました。バレー部も含めて、本当に満足な３年間でした。
当時は、グランドの石拾いをして、トンボ掛けをしてからの体育
授業や部活でしたが、今にして思えば楽しいことばかりでした。
（息子）父は、優等生と聞いていましたが、自分は逆で皆に迷惑を
かけることもしばしば…。シドニーからの留学生をホームステイ
で受け入れたことが今の自分の原点のように思っています。

　小学校～大学・専門学校などで夢･将来･進路･メディア論
などの講演会や特別授業、時にはAct Against AIDS活動の
一環としてHIV/AIDS・性の話など、今の僕だから出来る事、
｢学校の先生｣には出来ない目線・角度での話をしています。
　最近では｢いまどきの若者を理解するには｣と言う講演会も。
その他には、｢オタク｣・｢オタク文化｣と｢不景気・経済効果｣
という論文をまとめています。

教育に興味があるとのことですが…

　ひたすらゴルフにハマっています。プロレッスンを受けたり、
ラウンドしたりと、マイクの前に向かっている時間と同じぐらい
クラブを握っています！
　挑戦したい事は、真剣に｢道徳の先生｣を目指そうかと…。

今ハマっている事は？これから挑戦してみたい事！

【プロフィール】
和秀さんはテレビやラジオの
料理番組に出演する傍ら、
料理学校「宮本クッキング」の
校長をされています。佳典さん
は不動産業で活躍中です。

（息子）宮本佳典さん
星城高校第35回生

（父）宮本和秀さん
星城高校第5回生

⑮星城高等学校 で

星城二代
～父から息子へ～

星城高校の思い出

（父）過去のマイナスにとらわれないで、現在の環境に前向き
に取り組むことの大切さを学びました。
（息子）色々なことがあり、卒業前にして中退も考えましたが、
先生方や両親のアドバイスもあり、何とか立ち直れました。
今は、何事も中途半端では終わらせないという心持ちで
頑張っています。

高校時代に学んだこと

（父）父の後継で大学卒業後に料理研究家の道に進みました。
料理学校を主宰しながら関わる大勢の人々の支えがあり、
「キユーピー3分クッキング」に30年間出演をさせていただいて
おります。楽しんで仕事に関わったことで幸運にも恵まれた
のだと思います。
（息子）シドニーの友人の勧めもあり、3年間留学をしました。
その時の学生仲間の一人と神奈川で不動産業に携わって
います。父の後継も考えてはいますが、今は自分の目的に
向かってまっしぐらです。

卒業後、そして現在は…

（父）僅かなミスにクヨクヨせず、前に向かって明るく生きること
です。そうすれば、愉快で頼もしい仲間が集まってきます。
（息子）失敗も乗り越えれば、いつの日か楽しい想い出に
なります。

後輩へ一言

2011
11/18
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The 70th anniversary of foundation

　平成23年10月11日（火）秋晴れの良き日に、名古屋市公会堂

において、「学校法人 名古屋石田学園 創立70周年記念式典・記念

公演」が挙行されました。

　当日は、式典に先立ち、「石田学園70年の歩み 『星を継ぐ』」の上映、さらには、

東日本大震災で亡くなられた方々と、創立者 故 石田鏇徳先生をはじめ、学園教職員物故者への黙とうが行われ、
ご冥福をお祈りいたしました。

 厳粛なうちに始まった式典には、官公庁、国公私立学校関係者、実習先の病院・施設、同窓会・後援会、企業などの

皆様をお招きしました。ご多用の中、430人もの方々にご臨席をいただきました。

　石田正城理事長は式辞の中で、創立者である故石田鏇徳先生が学校教育に情熱を傾けられた35年間、さらには
ご自身が後継者になられてからの35年、その70年という歳月に感慨を述べられ、感謝の意を示されました。また、

社会や日本人の価値観の変化の波に、学校も教育も惑わされているような中において、今こそじっくり足もとを見つめ、

原点である学園の教育理念の高揚とその具現化に一層努めていきたいと述べられました。

　式典では、文部科学省高等教育局参事官 伊藤勲様より｢総合学園として、それぞれの学校が個性や特色を十分に

発揮しながら教育の質を高めてほしい｣旨の、 愛知県知事 大村秀章様より｢天災や経済の危機的状況を克服し、

更なる発展を目指すための人材育成には教育が重要、今後も愛知の教育の推進に御尽力を｣と、それぞれ

お祝いと、期待を込めたお言葉をいただきました。

名古屋石田学園は70周年を節目とし、次の10年、20年…そして100周年に向かって、

今、新たな第一歩を踏み出しました。

名古屋石田学園 
創立70周年記念式典
名古屋石田学園 
創立70周年記念式典

式辞を述べる
石田正城  理事長

　記念公演では、財団法人 文楽協会の

ご協力を得て、1部・2部と「双蝶々曲輪日記」、

「新版歌祭文」、「団子売」、「摂州合邦辻」の

四演目を公演していただきました。

　「人形浄瑠璃 文楽」を生で鑑賞するのは

初めての方も多かったようですが、この分野の

人間国宝の方にもご出演いただき、「本物の凄さ

に感動した」、｢思わず舞台に引き込まれた｣、

「本当に貴重な機会をいただき嬉しく思う｣と、

大変好評でした。

　伝統を守り継承していく、三位一体の舞台芸術

「人形浄瑠璃　文楽」の公演は、本学園の70周年

記念公演にふさわしいものとなりました。

｢摂州合邦辻　合邦住家の段｣

式辞を述べる
石田正城  理事長

創
立
70
周
年
記
念文
楽
公
演　わが国の伝統的な舞台芸能です。もとは起源の

異なる3つの芸術－人形芝居と三味線音楽、そして
浄瑠璃－が江戸時代初期に結びついて生まれたと
されています。
　文楽とはもともと文楽座という劇場の名前でしたが、
いつの間にか芸能そのものを指すようになり、
現在では人形浄瑠璃の正式な呼称となっています。
　戦後間もない昭和30年に、国の重要無形文化財
の指定を受け、平成20年には、「能楽」「歌舞伎」と
ともに、日本で初めて「世界無形文化遺産｣に登録
をされ、国内外の人々に感動を与え続けています。

文楽とは…

［三味線］鶴澤清治・人間国宝

｢双蝶々曲輪日記　八幡里引窓の段｣

［左 人形］吉田簑助・人間国宝
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　星の城幼稚園は昭和46年11月1日豊明市二村台の豊明団地内に石田鏇徳
園長をはじめ、6名の教員・34人の園児で開園されました。翌47年4月には、11名の
教員・214名の園児で第2回入園式が行われました。
　今までに卒園した園児は3,720名。そして記念すべき40周年の今年度、卒園
予定の85名を含めると3,805名の園児が巣立っていくことになります。卒園児は、
それぞれの分野で幼稚園時代に培ってきた自分らしさを発揮しながら、
着実に一歩一歩、歩んでいることと思っています。
　創立者の教育に対する熱い心を大切に受け継ぎ、「はい・ありがとう・ごめんなさいが言える子」を始めと
する5つの教育目標をもとに、21世紀を担う子ども達にとって必要な、生きる力の基盤をしっかりと築いて
いけるよう、豊かな教育環境を整え、教職員一同力を合わせて教育を進めていきたいと考えています。　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　星の城幼稚園長　　小早川   智子

歴史を振り返る…　
我が学園70年の

歴史を振り返る…　
我が学園70年の

西川 憲治 前理事名古屋石田学園

本年、名古屋石田学園が創立70周年を迎え、記念式典・記念公演には多くの関係者にご出席いただき
挙行されましたことは、誠に喜ばしいことです。

過去を振り返って…
　70周年記念ということで、10年前の60周年の折には、「明日の名古屋石田学園を考える」と題して座談会を行った

ことを思い起こしました。冒頭で、石田正城理事長が、『信長のことばに人間五十年とあるが、伝えられるように、

還暦を迎えることはなかなか難しいことであった。また、それがゆえに新たに還る』ということを話されました。

そして、未来を論じるとき、過去を改めて確認することが非常に大切であり、そこから明日の学園を考えるべきである。

理想を掲げるのは簡単であるが、理想を現実のものとしていくのは人間であり、一番大切なことは、それを実際に

やっていく教職員の意思統一である、という意見に集約されたように思っております。

　城をしっかりと支えているのは、石垣です。職員一人ひとりが城を建てるのに携わり、土台となるしっかりした石垣を

造っていくべきではないでしょうか。そのために、まずは学園の中でまとまりのある環境づくりをしなければならない

と思います。

時の流れるままに…
　過去70年間を振り返って見れば、確かに、一私塾からここまで大きくなった総合学園であり、これには大変な決断と

努力を重ねてこなければ出来ないことでした。また、ある一面では、その時々の時代の波に流され、ベビーブームで

学生を受け入れざるをえなくなり、少子化で生徒減の現実に喘いでいるのも避けられない事実です。言いかえれば、

ある時は順風に乗り、ある時は嵐の波にさらされ、その時々にどう対処すべきかを考えながら、努力はしてきたけれども、

時の流れるままに推移してきてしまったようなところもあるような気がしています。

　星城高等学校では10年前に2011年委員会を立ち上げ、県外の私立学校を何校か視察し、その実態を見学しました。

その結果、校舎の建てかえなどのハード面での充実を図ることはできましたが、教育面や組織面では具体的な成果が

果たしてあったのだろうか、という気もしています。

継続は力なり
　今日、創立70周年を迎えることになったのですが、これは次のステップへの節目であります。これからの10年を

一つの単位で中・長期計画を立てていくとすれば、結果的に、同じことのくり返しになったとしても、これを継続する

ことにより、その都度、現実を見極め、自省し、今後に生かしていかなければならないのではないでしょうか。

　そのためにも、今こそ、創立者の言葉｢建学の精神｣と「彼我一体」という意味を合わせて自修し、教職員が心を一つに

して目前の状況を直視し、今押しよせきている複雑な社会の荒波を乗り越え、進んで行かなければならない時だと

思います。

　平成23年8月30日(火)豊明市文化会館大ホールにて、40周年式典・記念行事｢親子コンサート｣が行われ、在園児親子をはじめ、
PTA会長、石田学園理事並びに旧教職員など、700人の方にご参加いただきました。またコンサート後には、5年ごとに行われる
星の子会(同窓会)も開かれました。

　あそびうた作家の鈴木翼さんによる「親子コンサート つばさとあそぼう」では、楽しい手遊びや親子一緒に触れ合ったり
体を動かして遊んだり、また大画面に映る映像とギターの弾き語りにより、しっとりとお話の世界に入り込み楽しむことも
できました。
　同窓生も式典・親子コンサートから参加し、思い出に残る記念事業を楽しむことができたことと思います。幼稚園誕生日会
の特別参加はクラウンの登場。ホール舞台上の華やかな3人のクラウンの演技にワクワクし、会場内を移動する大きな
バルーンに親子で飛びついたり、触ったり、舞台に上がって皿回しに参加したりと、短い時間でしたが会場中笑いの渦に包ま
れていました。
　さらに今年度は、特別に10年前在園していた園児が書いた手紙や思い出の物を入れたタイムカプセルのオープンセレモニーも
行いました。中学2年・3年・高校生に成長した元園児がギャラリーに集まってカプセル内の自分の手紙を開け、当時を懐かしみ
ながら、久しぶりに会う友達との話に時間も忘れ過ごしている姿が見られました。
　園児・同窓生・そして保護者の皆様にとって、思い出深い日となったことでしょう。

記念式典
（園児には幼稚園の誕生会と

紹介しました）

「つばさとあそぼう」
お話の世界

星の城幼稚園は創立40周年を迎えました

40周年式典・親子コンサート開催40周年式典・親子コンサート開催
クラウンと一緒に

皿回し
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記念式典
（園児には幼稚園の誕生会と

紹介しました）

「つばさとあそぼう」
お話の世界

星の城幼稚園は創立40周年を迎えました

40周年式典・親子コンサート開催40周年式典・親子コンサート開催
クラウンと一緒に

皿回し
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平成23年度　全国総体／国民体育大会　結果報告

　8月27日（土）公開シンポジウム「グローバル社会と女性のキャリアデザイン」が開催されました。教育関係、地域の方や学生ら300名もの
参加があり、社会の第一線で活躍する女性の講演や「ビジネスで成功する女性」をテーマにしたパネルディスカッションが行われました。
　1部の内海房子氏による基調講演では「女性が活躍するためには（上司が部下の女性に対し）
「決め付けず」、「期待して」、「鍛える」三つの『き』が必要」というご自身の企業での体験に基づく
お話しがあり、続いて田嶋雅美氏から「元気の出る御自身の体験談」、星城大学崔俊氏から
「星城大学の取組み」についてお話がありました。
　2部ではパネルディスカッションとして、前出の３氏の他、久野美奈子氏・鏡味次男氏にも
加わっていただき、女性キャリア開発の現状と課題、社会及び大学教育で考えるべきことについて、
それぞれのお立場から意見交換や貴重な提言がなされました。コーディネーターには、
放送界での経験をもたれている千田伸子氏にお願いをしました。参加者からは「今の時宜に
適ったテーマで良かった」という声や、星城大学の「女性キャリアマネジメントコース」への
期待の声が寄せられました。

女性の活躍には３つの「き」必要　 ★星城大学★

★星城高等学校★一致団結した学園祭

行事、盛りだくさん！　実践・体験を通して学ぶ！　

就職セミナー開催
　忙しい実習の合間を縫うようにして、最終学年（昼間部3年生と夜間部
4年生）を対象に就職対策セミナーが開催されました。求人も増えてくる
この時期、セミナーで学んだことがすぐに実践に移せることもあり、全員が
真剣に取り組んでいました。外部講師を招き、面接での態度や受け答え、
相手に熱意が伝わる履歴書の書き方など就職活動の「い-ろ-は」を勉強
しました。
　学生は５週間の評価実習を終えて、日一日と理学療法士としての職業
イメージが明確になってきます。これから総合実習、国家試験とまだまだ
道のりは長いですが、就職というものが現実味を帯び、日頃の立ち振る舞いも
今までとは一味違う姿勢が身につきました。

おじいちゃん、おばあちゃんの待つゴールまで、「よーい　どん！」

　9月12日(月)、秋晴れの青い空と爽やかな風のなか、敬老会が開かれ、
40周年の今年は園全体で楽しめるようにとミニ運動会を開催しました。
　各学年の園児と一緒におじいちゃん・おばあちゃんも参加してかけっこ・
玉入れ・台風の目(棒運び)など。1時間という短い時間でしたが、園児と
120名の祖父母の方の参加で、園庭はたくさんの拍手と応援の声で
あふれていました。笑顔で体を動かし、心地良い汗をかきながら楽しむ
ことができた敬老会は、園児ばかりでなく祖父母の方にとっても心に残る
会となったことと思います。

◎当日の出演者の皆さん◎
・独立行政法人国立女性教育会館理事長　内海房子氏　・㈱フランチャイズアドバンテージ代表取締役　田嶋雅美氏　
・特定非営利活動法人 起業支援ネット代表理事　久野美奈子氏　・ハローワーク刈谷求人開拓班主任　鏡味次男氏
・東海市教育委員会委員長　千田伸子氏　・星城大学経営学部教授　崔俊氏

　第49回学園祭が9月16日（金）体育祭を皮切りに、26日（月）までの10日間にわたって行われ
ました。祝日連休に加え、台風による休校で延期になったことが原因でしたが、生徒の学園祭
への意欲は高く、例年以上に盛り上がり、ポテンシャルの高さを目の当たりにしました。
　体育祭では、新たに3年生にクラス対抗騎馬戦が加わり、少ない騎馬数で戦略を練って戦う
姿勢が見られました。
　校内学園祭では、2年生有志により東日本大震災被災者援助企画「カラーペンシル・
プロジェクト」が行われました。
これはバレーボールコートをキャンパスに、
約3万本の色鉛筆を並べて応援メッセージの
入った絵を描く企画です。この様子はニュース

としても放送され、更に使用した色鉛筆は被災地の幼稚園へ寄贈されました。
　校外学園祭は、刈谷市総合文化センター「アイリス」に会場を移し、第30回卒業生で
現ZIP－FMミュージックナビゲーターの南城大輔氏と、地元大府市出身者で組まれた
バンドユニット「SPYAIR」を招き、高校生の頃の思い出エピソードを交え、コンサートは
ライブ会場のように大いに盛り上がりを見せ、閉幕しました。

★星の城幼稚園★

★星城大学リハビリテーション学院★平成23年度　全国総体／国民体育大会　結果報告

「レスリング競技120kg級  池田雄人選手」

★星城中学校★

大活躍！！

　1年生は、7月22日（金）～27日（水）に、自分の心を見つめる｢内観研修｣へ行きました。
一人ひとりが１週間かけて家族について一心に考え抜いたことで、改めて家族への
感謝の気持ちが確認できたようです。また朝晩の精進料理は、好き嫌いを言わず、
残さず食べることが、当たり前にできていなかったことを知り、｢食｣の在り方を考える良
い機会にもなりました。
　2年生は、6月29日（水）～7月1日（金）に、美浜町に漁村体験へ行きました。レガッタ、
大敷網漁、地引き網漁、朝食作り、波止場釣りなど、２泊３日で多くの｢体験｣をしました。
大敷網体験では早朝３時半に起床、４時には港で支度を始め、朝食作り体験では最初
から最後まで一人で魚をさばきました。これらのすべてが観光ではなく、“本物の体験”
であったということが何より生徒の力となりました。

　9月16日（金）の体育大会では、クラス対抗応援合戦「ソーラン節」で盛り上がりました。
特に３年生は更にオリジナル選曲で踊りを加え、最上級学年の風格を見せつけました。
また綱引きでは学年を越え、教員も保護者も校長先生も一体となって、白熱した戦いと
なりました。終始アットホームな雰囲気で一日のプログラムを終えました。

　前期の行事の締めくくりは、「感謝祭」です。1日目、1年生のクラス発表は、合唱です。初めての参加ながらも一生懸命歌う姿に、
温かい拍手が送られました。２年生のクラス発表は、「日本の歴史の衣装」のファッションショーです。忍者や、十二単など、自分たちで作り、
その解説と共に発表しました。すべて手作りということで会場からは感嘆の声が上がりました。3年生はグループごとにテーマを決め、
歌やダンスで表現しました。衣装も自分たちで用意し、かなり本格的な出来映えとなっていました。最後は会場が一体となって
大盛り上がりしました。2日目は、講演会と仰星の先輩達による模擬店に参加しました。学習の成果を発表し、クラスのまとまりを
発揮できた２日間となったことと思います。

　愛知県大会での活躍はずば抜けて素晴らしく、のべ107名の生徒が夏の全国総体に出場しました。結果、男子バレーボール部の
3位入賞・レスリング部の学校対抗戦ベスト8、個人3位入賞など良好な成果をおさめました。1年生の選手も多く出場し、来年以降も
大いに期待できそうです。

　一方、これらの活躍は10月に開催された国民体育大会でも発揮しました。
　レスリング競技120㎏級で、3年の池田雄人選手（雁が音中）が優勝。韓国交流遠征の成果を発揮
したようです。同じく50㎏級3年兼子和也選手（岩倉中）第5位、55㎏級3年佐藤力選手（乙川中）も
第5位と健闘。他に、男子ハンドボール競技4位・男子バレーボール競技7位・男子ラグビーフット
ボール競技7位など、良好な結果でした。
　加えて卒業生も成人の部で活躍。軟式野球競技では、林冬樹選手（ニッセイ）が優勝投手に輝き、
レスリング競技60㎏級で出場の前田翔吾選手（ニューギン）も選手層の厚い中で優勝、ロンドン
オリンピックへの出場が期待されています。
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歌やダンスで表現しました。衣装も自分たちで用意し、かなり本格的な出来映えとなっていました。最後は会場が一体となって
大盛り上がりしました。2日目は、講演会と仰星の先輩達による模擬店に参加しました。学習の成果を発表し、クラスのまとまりを
発揮できた２日間となったことと思います。

　愛知県大会での活躍はずば抜けて素晴らしく、のべ107名の生徒が夏の全国総体に出場しました。結果、男子バレーボール部の
3位入賞・レスリング部の学校対抗戦ベスト8、個人3位入賞など良好な成果をおさめました。1年生の選手も多く出場し、来年以降も
大いに期待できそうです。

　一方、これらの活躍は10月に開催された国民体育大会でも発揮しました。
　レスリング競技120㎏級で、3年の池田雄人選手（雁が音中）が優勝。韓国交流遠征の成果を発揮
したようです。同じく50㎏級3年兼子和也選手（岩倉中）第5位、55㎏級3年佐藤力選手（乙川中）も
第5位と健闘。他に、男子ハンドボール競技4位・男子バレーボール競技7位・男子ラグビーフット
ボール競技7位など、良好な結果でした。
　加えて卒業生も成人の部で活躍。軟式野球競技では、林冬樹選手（ニッセイ）が優勝投手に輝き、
レスリング競技60㎏級で出場の前田翔吾選手（ニューギン）も選手層の厚い中で優勝、ロンドン
オリンピックへの出場が期待されています。
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星城高校第30回生  南城 大輔さん

ZIP-FM収録スタジオにて　　             （左上）南城さんサイン

式典司会をする南城さん

　70周年記念と言う素晴らしい
式典の舞台に立たせて頂けた
事を光栄に思います。鏇徳先生、
正城先生を始め、たくさんの
先生方、先輩諸兄の築き上げ
られた伝統と歴史の重さを痛感
させられました。自分自身が
成長したから理解出来た事だと
思いますが、歴史ある学園、
たくさんの先輩・後輩を、本当に
誇りに思います。

活躍する星城高校OB

7
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我が学園70年の歴史を振り返る西川 憲治前理事
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記念文楽公演
名古屋石田学園創立70周年記念式典
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特集特集
記念文楽公演  ｢新版歌祭文　野埼村の段｣（現 石田正城理事長・創立者 故 石田鏇徳先生）

創立70周年記念式典

記念文楽公演  ｢団子売｣

㈱ZIP-FMでミュージックナビゲーターとして活躍され、70周年
記念式典の司会という大任を果たされた、南城大輔さんに“活躍
する卒業生”としてお話を伺いました。

70周年記念式典の司会をされた感想をお願いします。

　基本的には何も変わっていません。キャラを作る事なく
自然体で、嘘のない｢リアル｣・｢今｣を追求しながら、与えら
れた環境の中でベストを尽くすこと。
　あえて言うならば自分の役割を今まで以上に意識しながら
仕事をするようになりました。求められている事は何なのか？
僕にしか出来ない事は何なのか？その中で改めて｢自分の夢｣
を、そしてその｢ビジョン｣を描きながら仕事をしています。

番組を持って10年目、仕事に対する考え方は？

（父）県立受験に失敗しての星城入学で、多少の落ち込みは
ありましたが、１年の担任の先生や級友がそれらを打ち消して
くれました。バレー部も含めて、本当に満足な３年間でした。
当時は、グランドの石拾いをして、トンボ掛けをしてからの体育
授業や部活でしたが、今にして思えば楽しいことばかりでした。
（息子）父は、優等生と聞いていましたが、自分は逆で皆に迷惑を
かけることもしばしば…。シドニーからの留学生をホームステイ
で受け入れたことが今の自分の原点のように思っています。

　小学校～大学・専門学校などで夢･将来･進路･メディア論
などの講演会や特別授業、時にはAct Against AIDS活動の
一環としてHIV/AIDS・性の話など、今の僕だから出来る事、
｢学校の先生｣には出来ない目線・角度での話をしています。
　最近では｢いまどきの若者を理解するには｣と言う講演会も。
その他には、｢オタク｣・｢オタク文化｣と｢不景気・経済効果｣
という論文をまとめています。

教育に興味があるとのことですが…

　ひたすらゴルフにハマっています。プロレッスンを受けたり、
ラウンドしたりと、マイクの前に向かっている時間と同じぐらい
クラブを握っています！
　挑戦したい事は、真剣に｢道徳の先生｣を目指そうかと…。

今ハマっている事は？これから挑戦してみたい事！

【プロフィール】
和秀さんはテレビやラジオの
料理番組に出演する傍ら、
料理学校「宮本クッキング」の
校長をされています。佳典さん
は不動産業で活躍中です。

（息子）宮本佳典さん
星城高校第35回生

（父）宮本和秀さん
星城高校第5回生

⑮星城高等学校 で

星城二代
～父から息子へ～

星城高校の思い出

（父）過去のマイナスにとらわれないで、現在の環境に前向き
に取り組むことの大切さを学びました。
（息子）色々なことがあり、卒業前にして中退も考えましたが、
先生方や両親のアドバイスもあり、何とか立ち直れました。
今は、何事も中途半端では終わらせないという心持ちで
頑張っています。

高校時代に学んだこと

（父）父の後継で大学卒業後に料理研究家の道に進みました。
料理学校を主宰しながら関わる大勢の人々の支えがあり、
「キユーピー3分クッキング」に30年間出演をさせていただいて
おります。楽しんで仕事に関わったことで幸運にも恵まれた
のだと思います。
（息子）シドニーの友人の勧めもあり、3年間留学をしました。
その時の学生仲間の一人と神奈川で不動産業に携わって
います。父の後継も考えてはいますが、今は自分の目的に
向かってまっしぐらです。

卒業後、そして現在は…

（父）僅かなミスにクヨクヨせず、前に向かって明るく生きること
です。そうすれば、愉快で頼もしい仲間が集まってきます。
（息子）失敗も乗り越えれば、いつの日か楽しい想い出に
なります。

後輩へ一言

2011
11/18


