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第１回生の今をウォッチング！②／親子で星城⑯／星城中学卒業生交流会
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　先輩のお手本がなかったことが、かえって自分たちの自由な
発想を膨らませ、いろんな形で挑戦できたと思います。

星城中学1回生の思い出をお聞かせください。

　3つの理由からです。
　第1に自分たちが1回生で星城中学の1ページ目をつくれると
思ったから。
　第2に大学進学を目標にした中高一貫の教育方針であったから。
　第3に知り合いがいない環境で自分を試したかったからです。

 星城中学を進学先に選んだ理由をお聞かせください。

　態度と図体がデカく目立ちたがり屋だったので、何かとまとめ
役になることが多かったと思います。その甲斐あって修学旅行先で
地元新聞に写真を載せてもらうことができました。

どんな中学生でしたか、お聞かせください。
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星の城幼稚園　敬老会

～星城大学10周年～ 2

第2次中期計画の進捗
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第1回生の「今」を
ウォッチング！❷
第1回生の「今」を
ウォッチング！❷

星城
中学校

Q1

Q2

Q3

　授業や補習とは別にノート添削という形で個人指導していた
だきました。勉強したいという気持ちにとことん付き合ってくだ
さる先生がいたことを思い出します。

星城高校（仰星コース）での思い出をお聞かせください。Q4

　メーカーで商品の開発をしています。とことんこだわった分
だけ良い商品が開発でき、お客様から高い評価をもらえます。

 今のお仕事内容とやりがいをお教えください。Q5

専門学校  星城大学リハビリテーション学院　体育祭

星城高等学校　体育祭

星城大学　大学祭

　第1回生から13回生までの卒業生と保護者が参加し、久しぶりに
あう同窓生や恩師との再会や世代を超えた交流が図られました。
　交流会では、タイムカプセル（1回生から3回生）の開封式が行わ
れ、10数年ぶりの思い出に浸りました。

星城中学卒業生交流会 10月28日（日）

スポーツ・文化の秋
元気に輝く星城生たち

スポーツ・文化の秋
元気に輝く星城生たち

星城中学校　体育大会
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……　3～星城高等学校50周年／星城中学校20周年～ 4
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　今まで誰もかたちにしたことがない、新しい機能を持った魅力
ある商品を生み出すことがたいへんです。

 「働くことでたいへんなこと」をお聞かせください。Q6

　今日の過ごし方が明日につながり、明日は未来につながって
います。時間のつかい方で未来は変わっていく。今日を大切に
過ごしてください。

 後輩へ一言お願いします。Q7
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（父）部活動です。剣道部に入って厳しい三年間でした。その時
出会った仲間とは今も付き合いがあり、年に一度は必ず会うように
しています。そういう大切な仲間を作り上げられたことが良かったです。
（息子）僕も部活動です。親を追いかけて剣道をやってきました。
一緒の高校に入れて同じことができたのはうれしいですし、畠中先生
には親子二代にわたってご指導していただいて感謝しています。

【プロフィール】
親子で星城高校剣道部に所属。
宣青さんは地元豊明市消防
本部に勤務。健太さんは、尾三
消防本部に勤務と親子二代で
消防官への道に進む。奥様のマリ
さんも星城高校の卒業生です。

（息子）平井健太さん
星城高校第43回生

（父）平井宣青 さん
星城高校第17回生

星城中学　第1回生

（名古屋工業大学大学院卒）

後藤　大さん

⑯星城高等学校 で

星城二代
～父から息子へ～

 星城高校での思い出や印象に残っていること

（父）部活動での先生からの影響が多いです。礼儀だけは失うなと
教えられ、剣道を通じて身に付いた礼節は職場でも役に立っています。
（息子）仰星館訓練です。集団で働く仕事（消防）をしているので、
訓練で学んだ集団の中で規律を守ることが今も生きています。

高校時代に学んだこと

（父）小学生の時から畠中先生に剣道を指導していただいた
ので、自然と星城高校へ進学しました。
（息子）最初は公立高校への進学を考えていたのですが、地元の
豊明市で剣道も勉強も頑張っていこうと思い、星城高校へ進学
しました。

星城高校を進学先へと選んだ理由

（父）新聞で星城生の活躍を見ると、今でもうれしく思います。自分
たちの高校を誇りに思って学校生活をおくっていただけたらなと
思います。
（息子）星城高校の校則は厳しいかもしれません。今は先生の言う
事やご指導いただいた内容がわからないかもしれませんが、社会
では大変役に立つので、しっかりと学んでいってください。

後輩へ一言

（父）小さい頃からなりたいとは思っていました。私のいる消防
本部には星城高校のOBの方が多く、具体的な話を聞くことの
できる機会があり、やりがいを感じ、体力にも自信があったので
消防官になる道を選びました。
（息子）剣道と同じように父の影響です。小さい頃から消防官の
父を見て育ってきました。人々の為に仕事ができるやりがいの
ある仕事です。まだまだ学ぶことも多く、職場や家に帰って父にも
色々指導をしてもらっています。

消防官のお仕事を選ばれた理由
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8月4日（土）
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　開学10周年記念事業は、知多半島及び伊勢湾北部の市町村を対象に、
地域が“元気”になるための大学の役割や連携方法を考えることを目的に
「響きあう人と社会－“伊勢湾岸を元気創造”の発信基地に－」を統一テーマ
として、4回シリーズの講演会、シンポジウムを企画したものであり、第一弾
として、計測器メーカー「タニタ」前社長の谷田大輔氏をお招きしました。
　谷田氏は、教育関係者、自治体、地元の方々ならびに本学学生ら約400名
の聴衆を前に、健康をビジネスとして成功させた背景や経営理念を熱く
語られました。
　講演では、肥満は体重が多いことではなく、体の脂肪が多いことであると
医師の話をヒントに、手軽に体脂肪を図れる機能をもつ体重計を開発。体重計
から体重ビジネスへと事業のイノベーションを実現し、自社の危機的状況を回避したことや、今話題の「タニタ食堂」のコンセプトを
もとに、健康には食事や運動などの生活習慣が大切であり、「やせすぎ」は免疫力が低下するため、やや太り目の方が良く、またアンチ
エイジングには退職しても仕事などの目標を持つことが大事であるなどの現代社会における健康問題への処方箋や、企業経営者
としての企業の「健康」についての原価を下げながら販路の拡大、新製品の開発の大切さを語られました。また、学生たちには、「失敗
した事業も多いが、夢をもつことが大事。世界一になろうとしたから、なれた。人にはいろいろな能力がある。自分にしかできないことを
見つけ、また自分の特徴を伸ばすことが大切」であると、アドバイスされ、講演が終了したときには、学生らの目が輝いていました。

　産業がグローバル化する現代の地域発展に欠かせないイノベーションと人材育成推進に関して、産学官民の連携とこれからの大学
の役割を考えるシンポジウムが約300名の来場者の中、開催されました。
　第1部では、地域観光、地域産業、地域活性化、地域貢献など、それぞれの立場から地域における連携活動の実践例や大学に期待する
役割などが報告されました。
　第2部では、知多半島には第一次、第二次、第三次の全産業がバランスよく事業を展開し、また海や山をはじめとする観光資源が揃って
いる全国的にも恵まれた環境にある地域であり、その豊かな地域資源を存分に活用されることが大切である。そのためには、コーディ
ネートやファシリテートできる人材の育成が急務であるとの認識から、産官学民の連携により、地域発展に向けたイノベーション創出を
目指すべきであるとの総括が行われ、本学学生らも熱心に聞き入っていました。

　10周年記念しめくくりの行事であり、冒頭石田正城理事長より、教育功労者表彰が行われました。シンポジウムは、まず初めに中日新
聞社代表取締役小出宣昭氏による基調講演が行われました。身体で覚える知識は一度覚えると忘れない。昔は、身体の知識は親類の
ネットワークが教えたが、これからは地域がそれに変わる。記者として赴いた半田支局で、知多半島をイタリアになぞられた記事を書い
たことから「知多半島は地域文化がイタリア半島そっくりである。学生が学外に出て人 と々交わることが大切である」と語られました。
　地域貢献を活発に行われている松本大学の事例をもとに、住吉氏から地域は帰納的教育の場であり、学生が地域の実情を知ること
は、地域の課題解決、学生の社会性をもたらすことである。また李氏は、大華科技大学が新竹地域のガラス手法の実験やランタン祭りへ
協力などで地域に貢献しているという報告がありました。
　ディスカッションでは、加藤氏がカゴメの経営理念や地域貢献活動の紹介のあと、水野学長の司会により、体験する学びの意義、大学
の学生支援の必要性が強調されました。本学学生
の「就職に必要なものは何ですか」という質問に
対して、「失敗を恐れず、何事にもチャレンジする
精神が大切」というお言葉をいただきシンポジウム
は閉幕し、最後に「SEIJOH元気創造宣言2012」が
行われ、盛況に終わりました。

　東海市をはじめ近隣の行政関係者や地域住民など約200名の参加のもと、「人・社会のありようと健康」をテーマに活発な意見交換が
行われました。
　シンポジスト4名の報告では、東日本大震災被災地である岩手県宮古市、長寿が多い沖縄県南城市、地元の愛知県東海市、愛知県武豊町
の事例を基に、地域住民の外出・買物活動、地域の絆（ソーシャル・キャピタル）、行政としての健康づくりの取り組み、地域住民運営・
参加型のサロン事業と介護予防など、それぞれから健康との関連について報告がなされました。
　その後のシンポジウムでは、4名のシンポジストの報告に関して、一般参加者も交えた活発な議論が交わされました。地域の人々の健康
長寿に望まれる社会について、官学から発信
される情報の共有と地域住民の主体性を尊重した
連携、本学による地域での健康関連事業の提案
と展開が重要であり、そこでは学生の若さと行動
力の活用が求められるとの結論を得ました。

第1回 シンポジウム 「これからの産業のあり方と地域活力」

～星城大学10周年～
星城大学は、開学10周年を迎え、記念事業として『響きあう人と社会ー伊勢湾岸を“元気創造”の発信基地にー』を
テーマに、4回シリーズで講演会とシンポジウムを開催しました。

10周年記念として、星城大学教員らによる公開講座を開催中。第1回目が10月27日（土）に、第2回目が
11月24日（土）に実施され、第3回目は12月22日（土）に開催されます。

S E I J O H  U N I V E R S I T Y

記念講演会 「地域社会を元気にする健康生活のすすめ」　7月14日（土）
㈱タニタ総合研究所代表取締役所長 谷田 大輔氏

シンポジウム
公開講座

第1回シンポジスト

中山　勝比古 日間賀観光ホテル社長、
元日間賀島観光協会会長

加藤　英樹 愛知県産業労働部産業科学技術課
課長補佐

鈴木　啓介 知多半島映画祭実行委員会代表

森　洋司 東海商工会議所事務局長

天野　圭二 星城大学経営学部准教授

野村　淳一 星城大学経営学部准教授

岩田　均 星城大学経営学部教授

１．コンピュータ端末が開く明日の未来　　10：30～11：30　経営学部 教授　法雲 俊邑
２．ヘルシー生活をエンジョイ！（実技あり）　13：00～15：00（休憩を含む）

健康・医療の情報を活用 ～健康づくりのはじめの一歩～           リハビリテーション学部　講師　大浦 智子
運動でメタボリックシンドロームを予防 ～気軽に運動を楽しもう～  リハビリテーション学部　助教　芝 寿実子

第3回 12月22日（土） ◆会場：知多市勤労文化会館2階研修室１

第2回シンポジスト
平井　寛 岩手大学工学部准教授

白井　こころ 琉球大学文学部准教授

後藤　文枝 東海市福祉部健康福祉課統括主幹

竹田　徳則 星城大学リハビリテーション学部教授

第3回シンポジスト
小出　宣昭 中日新聞社代表取締役社長

住吉　廣行 松本大学学長

李　右婷 台湾・大華科枝大学副学長

加藤　智康 カゴメ株式会社上野工場工場長

9月8日（土）第2回 シンポジウム 「人・社会のありようと健康」

10月13日（土）第3回 シンポジウム 「地域創生と大学」

第 2 次 中 期 計 画 の 進 捗
　24年度は第2次中期計画の初年度にあたります。より良い学園の創造を目指し策定した中期計画を推進する為、本年度の第1回計画推進
会議が10月16・17日の2日間に亘り開催されました。
　第2次中期計画の主旨・目標は、「学園経営の安定的継続」「教育内容の充実」の2大スローガンのもと、その実現を図るため経営力の強化・
人的能力の強化・教育力の強化・地域連携力の強化の４項目について各学校ごとに目標を設定し努力することです。
　会議は各学校が中間時点での点検評価を報告し、その後、質疑、応答、指導が行われ、理事、部門長並びに学校幹部との活発な意見交換が
行われました。現在、私学が置かれている厳しい社会環境下に於いても、建学の精神を具現化し私学教育の独自性を維持しながら、学生・生徒・
園児により良い教育をするためどうするか、それを実行する為の担保として、経営の安定継続をどうするか、厳しく真剣な議論が展開されました。
　各学校とも、この中期計画をもとに教職員全員で取組み、より良い教育に邁進したいと思います。
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　星城高等学校創立50周年、星城中学校創立20周年の節目を迎え、
創立記念事業の一環として原点に帰り、更なる教育内容の充実を目指し
て「教育講演会」が実施されました。
　今回の学習指導要領改訂では、情報化の進展とともに地域社会と
子供を取り巻く状況が大きく変化する中で、学校と地域・家庭との連係を
再構築することが求められています。
　そこで、文部省に入省され、その改訂に深く関わり、日本の教育の変遷
と教育施策を熟知されている現放送大学学園理事の大西珠枝先生をお迎えして、「教育力の再生」と題したご講演をお願いしたもの
です。会場には公立小中学校、高等学校他の先生方とともに教職員が集い、その改訂に伴う「生きる力」の理念の意味や教員の資質向
上の方策とキャリア教育の推進などに向けた検討事項などを一つひとつ具体的に拝聴しました。特に、最終的な教育の目標は、自分
に対する「リスペクト」と他者に対する「リスペクト」が持てるような子供を育てることであると説かれ、聴衆の共感を呼んでいました。
　最後に、第２期教育振興基本計画の策定として、これからの教育は、社会を生き抜く力と未来への飛躍を実現する人材の養成が
必要であると結ばれました。

「教育力の再生」

～星城高等学校50周年 
   　　星城中学校20周年～
記念式典・記念コンサート

放送大学学園理事 大西 珠枝氏

教育講演会

中等教育研究部発表・授業参観

8月29日（水）

11月5日（月）

8月29日（水）

星城美術館特別展示
10月12日（金）～28日（日）

　周年記念教育講演会と同日、中等教育研究部による授業研究の発表と高等学校の授業参観
が行われました。
　中等教育研究部の近藤英章先生（理科）から「自然現象に対して自ら探求する力の育成」の
テーマで「生徒自ら実験を考えて結果を予測させていく授業を展開すると生徒の様子が生き
生きとしていくのがわかる」等の発表がありました。
　「授業参観」は、公立小中学校の先生に参観してもらいました。単元の重要語句の覚え方や
勉強を続けていくモチベー
ションの保ち方についての話
など、生徒を意欲的にさせて
いていく熱心な授業が行わ

れていました。
　生徒たちの真剣な表情で学ぶ姿が頼もしく充実した授業が
展開されました。

　高校・中学の周年記念とし、本館1階・2階に特設ギャラ
リーを作り、日展理事、会員、入選出品作品の特別展示が
企画されました。
　星城美術館では、日頃より芸術分野で活躍する同窓生
の作品を中心に学園が所蔵する芸術作品を、在校生や
地域の方々などに広く公開できるギャラリーを設け展示
しています。

3

　名古屋市公会堂にて、星城高等学校50周年、星城中学校
20周年の記念式典・記念コンサートが実施されました。
　式典は、各学校長の式辞、学園長告辞からはじまり、
ご来賓を代表して星城高等学校父母の会会長 浅賀昭伸 様
より祝辞をいただき、続いて永年勤続者（20年）と、特別
表彰として高校総体優勝の男子バレーボール部部長・
監督が表彰されました。また、高校・中学校両生徒代表より
力強い決意表明も行われました。
　記念コンサートは、名古屋フィルハーモニー交響楽団に
よる演奏を鑑賞。組曲「惑星」より「木星」や映画「パイレーツ・
オブ・カリビアン」のメドレーなどの演奏があり、ホール
全体をオーケストラの美しい音色が響き、周年記念にふさわ
しいコンサートとなりました。また、高校・中学生計4名に
よる指揮者体験では、ベートーベンの交響曲「運命」を
それぞれの個性で堂 と々指揮しました。
　最後に中学校アンサンブル部が名古屋フィルハーモ
ニー交響楽団と共演。プロに混じり素晴らしい音色を
ホールに響かせ周年記念を締めました。記念コンサート
は会場に一体感があり、鑑賞だけではない貴重な体験
の場となりました。　

4

財援監査

　財援監査とは、県が補助金等を出している団体に行う監査のことで、財援とは「財政的援助団体」の略です。愛知県の私学
はこの対象となっています。今年は名古屋石田学園が県の監査委員から財援監査を受けることになりました。これは、学校
ばかりでなく県が運営・出資・援助等を行っている全ての団体に、税金から支出されたお金が適正に処理運用されているかを
厳しく調査を行い、監査するものです。
　10月25日に行われた学園の財援監査では、理事長から、学園の沿革、理念、経営状況が説明された後、質疑に移りました。
　教員の勤続年数、非常勤講師の割合、退学者数、授業料軽減補助金の利用者増や学校の経営努力等について質疑応答が
あり、結果として、学園の経営、業務運営について適正に為されており問題はないとのコメントを頂きました。

　
　さらに監査委員から、「愛知県の財政は、県民一人あたり70万円の負債を抱えて、大変厳しい状況である旨、学校関係者は
十分理解していただきたい。補助金の増額は無理な状況で、むしろ減額の方向であり、生徒数が増えればよいが、今後はもっと
減ると思われます。一般企業と比較できないが、人件費比率が高すぎるのではないか。経営的に厳しさが増す中、将来展望を
見据え、長期的に人件費の削減、縮小均衡等の体制を考えなければならない時代です」
　また、「私学は、自由な教育のためにあります。補助金に頼っていたら公立と同じになってしまいます。私学は、転勤もなく
世間と離れているようなところがあり、分らないかもしれないが、一流企業の社員でさえ待遇より会社の存続を優先順位と
せざるを得ない社会状況です。中小企業はもっと厳しい。組織がつぶれたらどうなるかを考え、自分の城は自分で守ることを
考えてほしい。学園全体が同じ認識を持ち協力して学園を運営していって下さい」とのアドバイスを頂きました。

財政的援助団体等に関する監査 10月25日（木）

適正な運営と評価

厳しい環境と運営のアドバイス
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学園アラカトル学園アラカトル
★星城大学★

9月28日　★星城高等学校★

体育大会・感謝祭

体験授業型オープンキャンパス

大好きな、おじいちゃん・おばあちゃんと敬老会

　普段触れ合うことの少ない祖父母の方に、園での子ども達（お孫さん）の様子を
見ながら、一緒に体を動かしたり、遊んだりして、楽しい時間を過ごしてもらいました。
子ども達もいろいろな祖父母の方とお話したり、触れ合ったりして、優しさや思い
やりを感じることのできる機会と
なりました。
　今年はミニ運動会を企画し、
玉入れ（年少）、かけっこ（年中）、
つなひき（年長）の種目内容で行い
ました。特に「つなひき」では祖父母

の方も久しぶりに綱を持ち、子ども達と一緒に力いっぱい顔を真っ赤にして
引っ張っていました。各種目とも子ども達の応援の中、あっという間に楽しい時間
が過ぎました。

9月13日　★星の城幼稚園★

9月15日　★星城大学リハビリテーション学院★

9月22日～24日　★星城中学校★

　星城高校から全国総体に出場した生徒数は、3年連続で県内最多の出場数を記録することができました。
特に男子バレーボール部が4年ぶり2度目の全国制覇を成し遂げ、創立50周年のお祝いとして花を飾ってくれ
ました。また女子ハンドボール部はベスト8、女子バスケットボール部がベスト16と、選手は全国のトップレベル
で活躍し、星城の☆は、北信越で光り「かがやき」ました。

　みなさんは「肩を上げて下さい」と言われたらどうしますか？
　ひとことに「肩を上げる」と言っても手を上げる、肩だけを上げるなど動きは
千差万別です。しかし一人の患者さんに多数の医療従事者がかかわる現場では、
誰もが共通認識できなければ、誤った治療に繋がる可能性があります。こうした
共通言語の重要性をわかり
やすく“肩を上げる”という一例
で学びました。
　また、患者さんと健康な人の
歩く映像をみて、参加者と在校

生にそれぞれ違いを指摘してもらいました。参加者からの鋭い意見もありま
したが、2年生の専門用語を交えた回答は1年半の成長を感じさせてくれました。
　参加者は医療界に身を置く責任の重さや厳しさも感じながら、楽しんで体験
していました。

7月28日～8月20日2012 北信越かがやき総体「君は今 希望とともに 緑の大地をかけぬける」

　9月28日、秋晴れの空の下、1年生と3年生の校外学習が実施されました。1年生は世界の
文化を理解するために野外博物館リトルワールド（犬山市）へ、3年生は劇団四季のミュージカ
ル「アイーダ」（新名古屋ミュージカル劇場）を鑑賞しました。
　リトルワールドでは民族衣装を身に着け
たり、珍しい世界の料理を味わうなど楽しい
1日を過ごしました。また、3年生はすばらしい
芸術を鑑賞することにより、心を豊かに
してくれたと思います。
　2年生はこの日修学旅行に出発の予定
でしたが、沖縄への台風接近のため修学
旅行は延期になり、学校での授業となりました。

　星城大学では来春卒業予定の4年生に向けて就職支援の様々な取り組みを
行っています。経営学部4年生には10月10日(水)に学内合同企業説明会を開催
し32社の企業に、またリハビリテーション学部4年生には、9月22日(土)に求人
説明会を行い、21施設の担当者様にお集まりいただきました。これからも大学
では学生が満足のいく就職活動ができるようサポートしていきます。
　また、12月より3年生の就職活動が
スタートしますが、その事前指導として
夏休みを利用し4日間の就活研修を愛知
新卒応援ハローワーク協力のもと開催し、
また10月末には1泊2日の就職合宿を
行いました。早めに就職活動に対する
準備や意識付けを行い、学生の「自分
づくり」を支援していきます。

校外学習

就活フォローの取組み　　　

　今年の体育大会は紅白のブロック対抗で、学年やクラスを超えて戦いました。恒例の保護者参加競技の一つ綱引きでは、生徒６チーム
のすべてと対戦するという、過酷な勝負に協力していただきました。5回戦までは保護者チームの勝利！最後の3年生紅チームでようやく
生徒が勝てた時は、白組の生徒も全員で大喜びしました。
　感謝祭での講演会には、NPO法人ネットワーク『地球村』代表の高木善之氏をお招きし、さまざまな視点から「人生をより良く生きる
ため」のお話をいただきました。コミュニケーションで最も大事なのは笑顔ということで、隣同士お互いに「笑顔チェック」を行いました。
最初は戸惑い気味の生徒たちでしたが、「笑顔の力」で最後はみんな笑顔になっていました。
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　先輩のお手本がなかったことが、かえって自分たちの自由な
発想を膨らませ、いろんな形で挑戦できたと思います。

星城中学1回生の思い出をお聞かせください。

　3つの理由からです。
　第1に自分たちが1回生で星城中学の1ページ目をつくれると
思ったから。
　第2に大学進学を目標にした中高一貫の教育方針であったから。
　第3に知り合いがいない環境で自分を試したかったからです。

 星城中学を進学先に選んだ理由をお聞かせください。

　態度と図体がデカく目立ちたがり屋だったので、何かとまとめ
役になることが多かったと思います。その甲斐あって修学旅行先で
地元新聞に写真を載せてもらうことができました。

どんな中学生でしたか、お聞かせください。

2012
11/30

星の城幼稚園　敬老会

～星城大学10周年～ 2

第2次中期計画の進捗

……………………………………　7

特集特集

第1回生の「今」を
ウォッチング！❷
第1回生の「今」を
ウォッチング！❷

星城
中学校

Q1

Q2

Q3

　授業や補習とは別にノート添削という形で個人指導していた
だきました。勉強したいという気持ちにとことん付き合ってくだ
さる先生がいたことを思い出します。

星城高校（仰星コース）での思い出をお聞かせください。Q4

　メーカーで商品の開発をしています。とことんこだわった分
だけ良い商品が開発でき、お客様から高い評価をもらえます。

 今のお仕事内容とやりがいをお教えください。Q5

専門学校  星城大学リハビリテーション学院　体育祭

星城高等学校　体育祭

星城大学　大学祭

　第1回生から13回生までの卒業生と保護者が参加し、久しぶりに
あう同窓生や恩師との再会や世代を超えた交流が図られました。
　交流会では、タイムカプセル（1回生から3回生）の開封式が行わ
れ、10数年ぶりの思い出に浸りました。

星城中学卒業生交流会 10月28日（日）

スポーツ・文化の秋
元気に輝く星城生たち

スポーツ・文化の秋
元気に輝く星城生たち

星城中学校　体育大会

………………………………………………………………　2

……　3～星城高等学校50周年／星城中学校20周年～ 4

財援監査……………………………………………………………………………………　4

　今まで誰もかたちにしたことがない、新しい機能を持った魅力
ある商品を生み出すことがたいへんです。

 「働くことでたいへんなこと」をお聞かせください。Q6

　今日の過ごし方が明日につながり、明日は未来につながって
います。時間のつかい方で未来は変わっていく。今日を大切に
過ごしてください。

 後輩へ一言お願いします。Q7

星城大学・
大学院

星城
高等学校

星城
中学校

専門学校
星城大学

リハビリテーション
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星の城
幼稚園
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（父）部活動です。剣道部に入って厳しい三年間でした。その時
出会った仲間とは今も付き合いがあり、年に一度は必ず会うように
しています。そういう大切な仲間を作り上げられたことが良かったです。
（息子）僕も部活動です。親を追いかけて剣道をやってきました。
一緒の高校に入れて同じことができたのはうれしいですし、畠中先生
には親子二代にわたってご指導していただいて感謝しています。

【プロフィール】
親子で星城高校剣道部に所属。
宣青さんは地元豊明市消防
本部に勤務。健太さんは、尾三
消防本部に勤務と親子二代で
消防官への道に進む。奥様のマリ
さんも星城高校の卒業生です。

（息子）平井健太さん
星城高校第43回生

（父）平井宣青 さん
星城高校第17回生

星城中学　第1回生

（名古屋工業大学大学院卒）

後藤　大さん

⑯星城高等学校 で

星城二代
～父から息子へ～

 星城高校での思い出や印象に残っていること

（父）部活動での先生からの影響が多いです。礼儀だけは失うなと
教えられ、剣道を通じて身に付いた礼節は職場でも役に立っています。
（息子）仰星館訓練です。集団で働く仕事（消防）をしているので、
訓練で学んだ集団の中で規律を守ることが今も生きています。

高校時代に学んだこと

（父）小学生の時から畠中先生に剣道を指導していただいた
ので、自然と星城高校へ進学しました。
（息子）最初は公立高校への進学を考えていたのですが、地元の
豊明市で剣道も勉強も頑張っていこうと思い、星城高校へ進学
しました。

星城高校を進学先へと選んだ理由

（父）新聞で星城生の活躍を見ると、今でもうれしく思います。自分
たちの高校を誇りに思って学校生活をおくっていただけたらなと
思います。
（息子）星城高校の校則は厳しいかもしれません。今は先生の言う
事やご指導いただいた内容がわからないかもしれませんが、社会
では大変役に立つので、しっかりと学んでいってください。

後輩へ一言

（父）小さい頃からなりたいとは思っていました。私のいる消防
本部には星城高校のOBの方が多く、具体的な話を聞くことの
できる機会があり、やりがいを感じ、体力にも自信があったので
消防官になる道を選びました。
（息子）剣道と同じように父の影響です。小さい頃から消防官の
父を見て育ってきました。人々の為に仕事ができるやりがいの
ある仕事です。まだまだ学ぶことも多く、職場や家に帰って父にも
色々指導をしてもらっています。

消防官のお仕事を選ばれた理由


