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　平成25年度中等教育部研究部員の杉浦、大参両先生が、日本
私学研究所の委託研究員に選ばれました。この日本私学研究所
は、文部科学省認可法人で、我が国唯一の私学教育に関する
総合研究所です。
　この研究所の募集した委託研究員とは、『私立学校での初等・
中等教育の実践、私学の教職員としての力量向上を目指す』も
のであり、「私学教育がもつ個性や独自性、先見性などを発揮
する上で必要とされる問題解決に役立つもの」をテーマとして、
申請した結果、選ばれました。

石田清先生 ブロンズ像「求」除幕式
　このたび、本学園と
深い関わりのある、故
石田清先生の作品「求」
をご寄贈いただき、星城
大学に設置し、6月15日に
除幕式を行いました。
当日は作者の故石田清
先生のご子息で彫刻家
の武至さん、お孫さんに
あたる達郎さんにお越し
いただき、除幕をいたし
ました。
　学園内の星城大学を
始め、各学校にあります
創立者の銅像は、すべて

故石田清、武至先生親子の手による作品であり、また星城大学
や高校・中学などには、石田清・武至先生、清先生のお弟子さん
の工藤潔先生や市川明廣先生の作品など多数所蔵しており、学
園内のいたる所に展示されています。
　また、石田先生親子の作品は、名古屋市始め愛知県内に数多く
設置され、地元の東海市にとっても大変なじみのある作家です。

平成25年度日本私学研究所
   　委託研究員に選定されました。

中学校 数学科  杉浦俊光 先生 高等学校 数学科  大参智和 先生
テーマ： テーマ：

「筋道を立てて自分の考えを
　　発表できる生徒の育成」

「数学の授業を通じて、
　　生徒の「表現力」の育成」

【プロフィール】
　父の正之さんは、(株)鬼丸代表取
締役。この会社は1977年に正之さ
んの父が立ち上げ、22歳で工場に
入り、今は社名を「鬼丸工房」とし、
メッセージボードなどの制作・販売
を行っている。息子さんは現在大学
1年でラクロスを趣味としている。

⑲星城高等学校 で

星城二代
～父から息子へ～

（正之さん）文化、体育祭が特に印象に残っています。文化祭では
金魚すくい、風船つりなどを企画し大いに盛り上がりましたし、
体育祭ではブロック長を務めていましたので皆をまとめる事の
大変さと終わった後の達成感が本当に思い出深いです。
（祐輔さん）毎年一回あった特進合宿が印象にのこっています。
朝から晩まで勉強するという辛い合宿でしたが、クラスメイトと
意識をたかめ合いながら集中した時間が心にのこっています。  

 星城高校での思い出や印象に残っていることは？

（正之さん）クラスメートや先生との関わりがとても勉強になり
ました。特に担任の先生はどんな事でも相談できたので、先生、
生徒という関係と言うより人間としての関わり方を学ぶことが出
来ました。
（祐輔さん）高校では礼儀礼節と両親に感謝する事を学びました。
大学で1人暮らしをしていても近所の人とのコミュニケーションを
とるのにも苦労をしないので役にたっています。

高校時代に学んだことは？

（正之さん）父親がサラリーマンではなかったので、勤めに行くと
いうイメージがありませんでした。子供の頃から何となくですが、
仕事は自分から率先していくものと考えていました。

今のお仕事を選ばれた理由は？

（正之さん）友達、先生との関係を大切にし、一生付き合える仲間
をたくさん作ってください。
（祐輔さん）勉強は一日では身につかないので毎日コツコツ
少しずつやっておいた方がいい。でも勉強だけでなく遊びも
ほどほどにしながらメリハリをもって生活してください。

後輩へ一言

（祐輔さん）自分の家から通いやすく、父親もいい学校だという
事で選びました。

星城高校を選んだ理由は？

（息子）鬼丸祐輔さん
星城高校第48回生

（父）鬼丸正之さん
星城高校第19回生
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東海市との包括連携協定締結

　東海市役所で執り行われた協定締結式において、本学水野学長は「開学以来、地域の知の拠点となるよう、教育や研
究を地域貢献に活かす様々な取組みをしてきた。また、市民にも親しまれるよう、キャンパス内に地域交流プラザを設
置し、活用してきた。今回の連携協定締結を契機に、一層地域とのネットワークが充実していくことを目指したい。また、
学生が積極的に地域と関わり、若い力を発揮していくことを期待している」と語った。
　また、鈴木淳雄市長は「協定を締結したことにより大学に支援をいただきながら、少子高齢化、防災・減災対策など
のさまざまな課題に取り組んでいきたい」と語られた。
　協定式後は、東海市市長、副市長、調整監の方々と、理事長、教授らと和やかな懇談が行われた。

平成25年5月1日、星城大学は東海市と包括連携協定を締結しました。

①まちづくりに関すること
②地域経済の活性化
③健康・福祉の向上と子育て支援
④人材育成
⑤教育・文化振興
⑥自然環境に関すること
⑦自然災害・緊急事態発生に関すること
⑧大学施設の開放 等。

星城大学星城大学の地域連携

星城大学における地域連携の活動事例

星城大学の地域連携

左から東海市長、星城大学学長、名古屋石田学園理事長

　「@星城プロジェクト」は、様々なデジタル技術を活用して、地域の
「あっ！便利」「あっ！楽しい」を実現する学生主体のプロジェクトです。
　今年度、重点的に行なっている活動は、NFCタグやQRコードを読み
取り、地域のお役立ちマップを提供するプロジェクトです。NFCは
manacaやsuicaのような交通系ICカードや、楽天EdyやWAONのよう
なICカード型電子マネーなど、非接触型ICカードの上位互換規格で
す。最近ではAndroid搭載のスマートフォンやタブレットの機能とし
て、全世界的に急速に普及しつつある技術です。またNFCタグは、これ
らのカードに埋め込まれたICチップと同じ機能を果たすもので、デジ
タル情報を自由に書き込み、対応の端末で読み取ることができます。
　このプロジェクトでは、学生が地域の店舗やイベントなどを網羅し
たデジタルマップを作成し、マップへのリンクを汎用のNFCタグに書
き込んで、東海市内の協力店舗の店頭に設定し、来店客に活用してもらうことを目指しています。現在IT経営コースの3年
生を中心に開発中であり、2013年8月のリリースを予定しています。

高大連携によるjavaプログラミング入門

　東海市の県立東海商業高校において、3年生の講座
として「高大連携によるjavaプログラミング入門」を開講
しています。
　この高大連携講座は、大学でプログラム言語javaを
学んだ経営学部学生が高校生にプログラミングを教え
る講座となっています。
　一般的に高大連携活動は、大学の教員が自らの専門
領域をわかりやすく解説する「出前講座」の形式をとる
ことが多く、この事例のように大学生が講師役となって1
年間継続して行うものは全国的に見ても極めて珍しい
もので、高校生と大学生が共に学び合う場として機能し
ているところに特色があります。具体的には、javaは高
校生にとって初めて学ぶプログラム言語であるため、
「よりわかりやすく、より楽しく」をモットーに、学生が作
成したオリジナルテキストを配布して、1年間を通して学びあい交流を深めています。また、高校の先生方にとっても、新
学習指導要領の適用により平成26年度から導入されるjava言語の指導方法の研究の機会となっています。講師役と
なった昨年度の学生にとっても、活動を通してプログラミングのスキルをより高めることができ、結果的に本人達の希
望するIT関連企業への就職へつながることができました。

星城大学地域交流プラザで授業中

提
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内
容
と
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て
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、

「＠星城プロジェクト」（あっ!とせいじょう・プロジェクト）

キャンパス外で社会の様々な現場に立ち、調査や実践活動、色々な
立場の方々との対話を通して、課題を発見し解決策を考えるもので、
学生自らの学修・研究を深めるとともに、社会人として求められる力
を高めることを目指しています。「フィールドワーク」は、平成24年度
の経営学部カリキュラムから導入された地域協働型科目で、今年度
から経営学部2年、3年生を対象に順次開講されていく予定です。
今年度は、2年生を対象に東海市内の3事業所をフィールドとして
設定し、NPOなどの団体と地域の課題解決の探究、イベント参画を通
した地域活性化、さらには新商品の開発や販売戦略の立案など、多
様で実践的な活動を行っています。
「フィールドワーク」の学修を通じて、教室で学んだ知識を深化させ
るとともに、「星城で育む8つの力」（率先力・連携力・実行力・発想力・
計画力・説得力・対話力・洞察力）を総合的に伸ばし、社会から求められる人材として自信を持って大学を巣立っていくこ
とが期待されます。

フィールドワーク

東海市 市民活動センターでの事前研修

　昨年の大学開学10周年記念シンポジウム等を契機にして、東海
市市民福祉部からの協力依頼があり、市が推進している高齢者を地
域で見守り、支え合うための「地域支えあい体制づくり事業」へ大学
ぐるみで参加しました。
　「住民全体の支え合い体制」を考えるにあたり、はじめに各地域
それぞれの課題や問題点の把握が必要になり、教員は各コミュニ
ティの会合への参加、また学生は、各家庭を直接訪問してのアン
ケート調査を実施しました。
　アンケート調査は、2週間をかけて総勢26名の学生で加木屋南地
区の各家庭162軒を訪問調査しました。学生にとっては、地域の抱え
る問題を直接聞き取ることで問題意識が芽生え、また地域の世代の違う方々との様々なふれあいの中で日常の生活に
はない貴重な体験ができ、有意義な機会となりました。
　この事業は、東海市の福祉部の継続事業の一環として本学で取り組んでおり、学生の意識啓発、異世代交流体験の
貴重な場として、またそのことで地域の「支え合い体制づくり」の一助として今後も継続していきます。

東海市「地域支えあい体制づくり事業」への参加

アンケート調査を行った学生たち
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星城大学の地域連携

東海市、地域企業及び各種団体との連携実績 教育、地域に高い研究力を活かす星城大学

● 地域センター
「星城大学の地域貢献」を担うセンターとして発足し、
大学開放、広報、地域参加促進、協働創出、学生支援事業を推進しています。

◉「サロン事業」の教員、学生による支援
◉市民館、公民館での「介護予防事業」の開催
◉「地域支えあい体制づくり事業」での学生ボランティア活動
◉東海市及び各種団体とコラボした「ゴムバンド運動教室」の開催

①健康づくりと生きがいづくりの推進

◉学生主体の小学生対象「夏休み宿題完成大作戦」
◉「東海市ヤングフェスティバル」の学生自主支援
◉「課題研究」講座での学生講師（高大連携によるjavaプログラミング入門）
◉学生による「地域高校生との共同イベント」の企画運営等

②未来を担うひとづくり

◉「ど真ん中まつり」の企画・運営
◉「地元FM局」の学生による番組制作・出演
◉地域住民への日本語ボランティア研修の開催
◉子ども対象事業「スポーツフレンドパークGo!Go!とうかい」の実施

③創造的な文化活動への支援と交流の拡大

◉製造業向け「経営革新講座」への講師派遣
◉「Facebook活用講座」の企画開催
◉「達人養成塾  極Facebookページ作成講座」の開催協力
◉「デジタルプラットフォーム研究会」の参画

（商工会議所等地域との連携）
④地域資源の有効活用と産業の活性化

◉定期開催事業への学生参加支援（各種団体行事）
◉「東海秋まつり」企画・運営の学生参加
◉「おおたジャンプフェスティバル」企画・運営への
　学生参加

⑤地域・コミュニティの再生・活性化と
　 　　「協働・共生のまちづくり」の推進

● 元気創造研究センター 「地域志向の研究活動」をコンセプトに設置されており、本学の強みを活かした
「重点研究領域」を設定し、推進すべき方向性を以下のように考えています。

①自分づくり：
新しい産業を興し、文化を創造し、グローバルな考えを持って
地域社会を担える若者の育成をめざし、建学の精神を具現化

②健康支援：
子どもから高齢者までの健康増進を図り、元気で健康な生活の
推進

③地域文化力：
地域の伝統文化資源を見直し、生活に活かすことで地域社会に
活力を生み出すことを推進

④グローバル社会：
政治、経済、文化などのあらゆる分野で進むグローバル化の
流れを地域の視点で捉えなおし、今後の地域社会を提言

⑤知識基盤社会：
価値の源泉としての知識の創出を直接的間接的に捉す方法を
探ることで、地域社会における高等教育機関の役割強化を促進

　元気創造研究センターでは、これらの地域連携に際
して、具体的な戦略の策定や活動プランを、それぞれ
のプロジェクトチームを編成し推進していきます。

加木屋市民館で介護予防教室

●東海市、地域企業及び各種団体・機関との連携項目と事業内容

緑陽市民館でゴムバンド運動教室

優れた教育

地域社会の活性化

　社会貢献できる人材を育成す
ることを目標とし、大学の高い研
究力を活かして、日々の教育と
地域貢献・活動を目指して、教職
員一丸となり邁進しています。

　東海4県で、本学の取得率を算出した場合、
本学は20％～30％の所に位置しています。

大学の
高い研究力

○各分野の専門家が審査⇒公平性・透明性が高い。
○文系・理系・芸術・スポーツ等の幅広い分野からの応募が可能。
○大学の研究者は原則すべて応募出来る。

東海4県下の私立68大学の中で、上位の研究力

科学研究費採択件数と
専任教員人数との割合

　星城大学の科学研究費の補助金採択件
数も、上位1/3内に入っています。

科学研究費の採択件数

注）件数トップの大学の教員数は770名、本学55名。
そこで、科研に採択されている教員割合が教員の研究力
を示すことになる。
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星城大学

（2013.4.1 統合の大学は対象外とした。）

（星城大学は4月1日教員移動後、他は現在の正確なデータが取得困難なため、移動前より算出。）

科学研究費とは、
科学研究費補助金のことであり、
大学の研究力を示す良い指標となります。

星城高校スポーツ速報
◉ 全国高等学校総合体育大会
愛知県選手団764名のうち、星城高校から県下最高の83名が出場します。
7月28日から、北部九州総体として開催されます。ぜひとも応援宜しくお願いします。
ソフトテニス部女子4名・ハンドボール部女子14+1名・ソフトボール部女子17+1名・バレーボール部男子12+1名
レスリング部男子9+1名・剣道部男子1名・剣道部女子7+1名・空手道部男子8+1名・空手道部女子3名・バドミントン部女子2名【 】

◉ 第13回男子バレーボールユース世界選手権大会
世界選手権大会に参加した、星城高校3年石川祐希君が「ベスト・スコアラー賞」に輝きました。
（メキシコにて、6月開催）

◉ 「第17回世界ジュニア男子バレーボール選手権大会」
世界ジュニア選手権大会に、星城高校3年石川祐希君が大学生を中心にエントリーされた
12名の選手の中で、唯一、高校生で代表選手に選ばれました。（トルコにて8月開催）

◉ 全国高校ゴルフ選手権大会　ゴルフ部から、4名が出場します。
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学園アラカトル学園アラカトル
★星城大学★春季保護者教育懇談会　講演会

　平成25年6月15日（土）に行われた春季保護者教育懇談会では「昨今の就職環境と保護
者としての就活生との接し方」と題して、株式会社リクルート、リクナビ副編集長としてご活躍
の山田勝久様より講演を頂きました。参加した121名の保護者の皆様は、今の就職環境や
就活生たちの声、日頃からどのようなことを子供と話しておくべきかなど、ビデオも交えた
講演の内容に熱心に耳を傾けていらっしゃいました。
　また講演会後のティー・パーティーでは、各担当教員と保護者の方々が学生の現状や将
来について、直接様々な情報を交換しました。中には「就職活動のためにはいつまで部活
を続けるべきか？」と心配する保護者の方もいて、就職への関心の高さを改めて感じまし
た。今後も保護者の皆様と一緒に、学生のキャリア支援に取り組んで参ります。

ファミリーデー ★星の城幼稚園★

　6月1日（土）のファミリーデーでは、親子が木を通して楽しむ場として、「トラックいっぱいの
つみきあそび」を企画しました。ヒノキの天然素材を使い、木のぬくもりや良い香りを感じな
がら、立方体・長方形・三角形3種類のシンプルな積み木から、タワー、車、ドミノなどいろい
ろな造形が出来上がり、子ども達の感性を感じることができました。積み木は、遊んでいるうち
に、その形などを感覚的に感じ取り自由に表現させていくことができます。親子で、また年齢
の違う子ども達が協力し合って一つのものを作り上げていく姿、積み木が壊れてしまっても、
あきらめずにまた作ろうと頑張る姿など子ども達の様子が見れたよい機会でした。

　6月17日（月）、副学園長 赤岡 功 先生をお迎えし、「幸せな人生のために」をテーマに就職
セミナーを開催致しました。社会人になることへの意識を高め、学習意欲の向上を目的とし
た昼間部1年生対象の新しい取り組みです。
　昼間部1年生の多くはこの春に高校を卒業したばかりであり、社会へ出ることに対して
はっきりとしたイメージがありませんでしたが、講義が進むにつれ真剣な面持ちで、先
生のお話に耳を傾けていました。セミナーでは、先生の実体験や百人一首を例に挙げ、
「人に愛されるようになるため」の極意として、「相手のいい点をみつけること」「いい点を
見つけてもらった相手はとても好印象をもってくれる」という内容が強く印象に残りまし
た。また、理学療法士の現状を交えてのお話では「1年生、頑張れ」とエールをいただき、最
後に「1年後、また皆さんに会いたいですね」と嬉しいお言葉をいただきました。来年に
は、今回のセミナーを活かし、成長した学生の姿が見られる事を期待したいと思います。

●資金収支計算書は、その年度の学園の諸活動に対応する収入および支出のすべて、並びにその年度における支払資金の収入および支出の状況を明らかにするための
ものです。そのため消費収支計算書とは異なり、次年度の収入となる前受金収入や、施設整備に関する支出および借入金返済支出など資産・負債の振替、資金運用等に
ついても計上されています。
●消費収支計算書は、収支の均衡の状態とその内容を明らかにすることによって、学園の経営状態を把握するためのものです。そのため、資産・負債の振替等にともなう
収支などは除かれ、また退職給与引当繰入額、減価償却額、資産処分差額、現物給与等、資金の収支を伴わない金額が計算されたうえで年間収支をとらえています。
●貸借対照表は、平成25年3月31年現在の財務状況を示すものです。

幸せな人生のために　～就職セミナー～ ★星城大学リハビリテーション学院★

平成24年度 学園財務情報（決算の概要）
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固定資産
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100.0%

科　目

＜資産の部＞

（単位 千円）

本年度末 比率

負債の部、基本金の部、
消費収支差額の部

人件費支出

教育研究費支出

管理経費支出

施設関係支出

設備関係支出

その他の支出

次年度繰越支払資金

支出の部合計

2,286,602

532,024

307,341

4,384

17,859

1,879,583

1,837,782

6,865,575

33.3%

7.7%

4.5%

0.1%

0.2%

27.4%

26.8%

100.0%

＜支出の部＞

人件費

教育研究費

管理経費

その他

消費支出の部合計

当年度消費収入超過額

2,305,171

886,138

335,642

1

3,526,952

△ 137,134

65.4%

25.1%

9.5%

0.0%

100.0%

－

＜支出の部＞

固定負債

流動負債

基本金の部合計

消費収支差額

合　　計

642,547

981,297

17,318,364

82,444

19,024,652

3.4%

5.2%

91.0%

0.4%

100.0%

科　目 比率本年度末

　星城中学校創立20周年記念事業「ヤングアメリカンズ・アウトリーチ・イン・星城中
学校」が6月4日～5日の二日間で行われました。米国から来日したヤングアメリカンズ
のメンバー約50人から、歌とダンスのレッスンを受け、2日目の夕方に1時間のショー
を行いました。ヤングアメリカンズと中学生が一体となったステージは、保護者・関係
者、一般の来場者を圧倒し、時にスタンディングオベーションを起こさせるほどの盛り
上がりを見せました。ワークショップの中で見られた文化の違いや、言葉の壁に戸惑
いながらも、生徒がそれを受け入れ、乗り越えていく姿はとても逞しかったです。最後
のショーでは自分の持てる力をすべて出し切り、今までに経験したことがない達成感

を得ることができました。このヤングアメリカンズを皮切りに、豊かな国際感覚を身につけるべく、国際理解教育の活動を繋げていく予
定です。7月にはブータンからの留学生を迎え、9月には自国の文化理解として名古屋をどりを鑑賞します。

ザ・ヤングアメリカンズ　アウトリーチin星城 ★星城中学校★

男子世界選手権大会（U-19）にバレーボール部員２名が出場!! ★星城高等学校★

　6月27日(木)～7月7日(日)にメキシコで第13回世界ユース男子選手権大会(U-19)が行われました。この大会に男子バレーボール部
3年の石川祐希君と山崎貴矢君が、日本全国の高校から選ばれた優秀な選手で作られるチ－ムの代表選手として、また監督の竹内
裕幸教諭もコーチとして出場しました。
　それぞれの大陸予選を勝ち抜いた世界20カ国、20チームによる大会に、日本は、2012アジア選手権で出場権を獲得し、参加すること
が出来ました。大会結果は、Ｂ組5位で決勝トーナメントには進出できませんでしたが、
順位戦の結果、第17位でした。
　この大会に参加した2名から一言ずつコメントをいただきました。
　石川君「世界大会で良い経験ができました。力不足だったので、これからもっと頑張って
いきます。」
　山崎君「世界の実力というものを知る事ができました。これを次につなげられるよう
頑張ります。」
今後も日本を代表する選手として頑張ってください。応援ありがとうございました!!

科　目 決算 比率

科　目 決算 比率科　目 決算 比率
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学園アラカトル学園アラカトル
★星城大学★春季保護者教育懇談会　講演会

　平成25年6月15日（土）に行われた春季保護者教育懇談会では「昨今の就職環境と保護
者としての就活生との接し方」と題して、株式会社リクルート、リクナビ副編集長としてご活躍
の山田勝久様より講演を頂きました。参加した121名の保護者の皆様は、今の就職環境や
就活生たちの声、日頃からどのようなことを子供と話しておくべきかなど、ビデオも交えた
講演の内容に熱心に耳を傾けていらっしゃいました。
　また講演会後のティー・パーティーでは、各担当教員と保護者の方々が学生の現状や将
来について、直接様々な情報を交換しました。中には「就職活動のためにはいつまで部活
を続けるべきか？」と心配する保護者の方もいて、就職への関心の高さを改めて感じまし
た。今後も保護者の皆様と一緒に、学生のキャリア支援に取り組んで参ります。

ファミリーデー ★星の城幼稚園★

　6月1日（土）のファミリーデーでは、親子が木を通して楽しむ場として、「トラックいっぱいの
つみきあそび」を企画しました。ヒノキの天然素材を使い、木のぬくもりや良い香りを感じな
がら、立方体・長方形・三角形3種類のシンプルな積み木から、タワー、車、ドミノなどいろい
ろな造形が出来上がり、子ども達の感性を感じることができました。積み木は、遊んでいるうち
に、その形などを感覚的に感じ取り自由に表現させていくことができます。親子で、また年齢
の違う子ども達が協力し合って一つのものを作り上げていく姿、積み木が壊れてしまっても、
あきらめずにまた作ろうと頑張る姿など子ども達の様子が見れたよい機会でした。

　6月17日（月）、副学園長 赤岡 功 先生をお迎えし、「幸せな人生のために」をテーマに就職
セミナーを開催致しました。社会人になることへの意識を高め、学習意欲の向上を目的とし
た昼間部1年生対象の新しい取り組みです。
　昼間部1年生の多くはこの春に高校を卒業したばかりであり、社会へ出ることに対して
はっきりとしたイメージがありませんでしたが、講義が進むにつれ真剣な面持ちで、先
生のお話に耳を傾けていました。セミナーでは、先生の実体験や百人一首を例に挙げ、
「人に愛されるようになるため」の極意として、「相手のいい点をみつけること」「いい点を
見つけてもらった相手はとても好印象をもってくれる」という内容が強く印象に残りまし
た。また、理学療法士の現状を交えてのお話では「1年生、頑張れ」とエールをいただき、最
後に「1年後、また皆さんに会いたいですね」と嬉しいお言葉をいただきました。来年に
は、今回のセミナーを活かし、成長した学生の姿が見られる事を期待したいと思います。

●資金収支計算書は、その年度の学園の諸活動に対応する収入および支出のすべて、並びにその年度における支払資金の収入および支出の状況を明らかにするための
ものです。そのため消費収支計算書とは異なり、次年度の収入となる前受金収入や、施設整備に関する支出および借入金返済支出など資産・負債の振替、資金運用等に
ついても計上されています。
●消費収支計算書は、収支の均衡の状態とその内容を明らかにすることによって、学園の経営状態を把握するためのものです。そのため、資産・負債の振替等にともなう
収支などは除かれ、また退職給与引当繰入額、減価償却額、資産処分差額、現物給与等、資金の収支を伴わない金額が計算されたうえで年間収支をとらえています。
●貸借対照表は、平成25年3月31年現在の財務状況を示すものです。

幸せな人生のために　～就職セミナー～ ★星城大学リハビリテーション学院★

平成24年度 学園財務情報（決算の概要）

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

2,308,429

733,681

510,471

66,894

112,602

53,003

1,968,488

1,112,007

6,865,575

33.6%

10.7%

7.4%

1.0%

1.6%

0.8%

28.7%

16.2%

100.0%

科　目

＜収入の部＞

（単位 千円）

＜　　　　　　　　　　＞

資金収支計算書 消費収支計算書

決算 比率

学生生徒納付金

補助金

事業収入

手数料

寄付金

その他

帰属収入合計

基本金組入額

消費収入の部合計

2,308,429

733,681

66,894

112,602

58,143

145,606

3,425,355

△ 35,537

3,389,818

67.4%

21.4%

1.9%

3.3%

1.7%

4.3%

100.0%

ー

ー

＜収入の部＞

（単位 千円） 貸借対照表

固定資産

流動資産

資産の部合計

16,546,548

2,478,104

19,024,652

87.0%

13.0%

100.0%

科　目

＜資産の部＞

（単位 千円）

本年度末 比率

負債の部、基本金の部、
消費収支差額の部

人件費支出

教育研究費支出

管理経費支出

施設関係支出

設備関係支出

その他の支出

次年度繰越支払資金

支出の部合計

2,286,602

532,024

307,341

4,384

17,859

1,879,583

1,837,782

6,865,575

33.3%

7.7%

4.5%

0.1%

0.2%

27.4%

26.8%

100.0%

＜支出の部＞

人件費

教育研究費

管理経費

その他

消費支出の部合計

当年度消費収入超過額

2,305,171

886,138

335,642

1

3,526,952

△ 137,134

65.4%

25.1%

9.5%

0.0%

100.0%

－

＜支出の部＞

固定負債

流動負債

基本金の部合計

消費収支差額

合　　計

642,547

981,297

17,318,364

82,444

19,024,652

3.4%

5.2%

91.0%

0.4%

100.0%

科　目 比率本年度末

　星城中学校創立20周年記念事業「ヤングアメリカンズ・アウトリーチ・イン・星城中
学校」が6月4日～5日の二日間で行われました。米国から来日したヤングアメリカンズ
のメンバー約50人から、歌とダンスのレッスンを受け、2日目の夕方に1時間のショー
を行いました。ヤングアメリカンズと中学生が一体となったステージは、保護者・関係
者、一般の来場者を圧倒し、時にスタンディングオベーションを起こさせるほどの盛り
上がりを見せました。ワークショップの中で見られた文化の違いや、言葉の壁に戸惑
いながらも、生徒がそれを受け入れ、乗り越えていく姿はとても逞しかったです。最後
のショーでは自分の持てる力をすべて出し切り、今までに経験したことがない達成感

を得ることができました。このヤングアメリカンズを皮切りに、豊かな国際感覚を身につけるべく、国際理解教育の活動を繋げていく予
定です。7月にはブータンからの留学生を迎え、9月には自国の文化理解として名古屋をどりを鑑賞します。

ザ・ヤングアメリカンズ　アウトリーチin星城 ★星城中学校★

男子世界選手権大会（U-19）にバレーボール部員２名が出場!! ★星城高等学校★

　6月27日(木)～7月7日(日)にメキシコで第13回世界ユース男子選手権大会(U-19)が行われました。この大会に男子バレーボール部
3年の石川祐希君と山崎貴矢君が、日本全国の高校から選ばれた優秀な選手で作られるチ－ムの代表選手として、また監督の竹内
裕幸教諭もコーチとして出場しました。
　それぞれの大陸予選を勝ち抜いた世界20カ国、20チームによる大会に、日本は、2012アジア選手権で出場権を獲得し、参加すること
が出来ました。大会結果は、Ｂ組5位で決勝トーナメントには進出できませんでしたが、
順位戦の結果、第17位でした。
　この大会に参加した2名から一言ずつコメントをいただきました。
　石川君「世界大会で良い経験ができました。力不足だったので、これからもっと頑張って
いきます。」
　山崎君「世界の実力というものを知る事ができました。これを次につなげられるよう
頑張ります。」
今後も日本を代表する選手として頑張ってください。応援ありがとうございました!!

科　目 決算 比率

科　目 決算 比率科　目 決算 比率
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　平成25年度中等教育部研究部員の杉浦、大参両先生が、日本
私学研究所の委託研究員に選ばれました。この日本私学研究所
は、文部科学省認可法人で、我が国唯一の私学教育に関する
総合研究所です。
　この研究所の募集した委託研究員とは、『私立学校での初等・
中等教育の実践、私学の教職員としての力量向上を目指す』も
のであり、「私学教育がもつ個性や独自性、先見性などを発揮
する上で必要とされる問題解決に役立つもの」をテーマとして、
申請した結果、選ばれました。

石田清先生 ブロンズ像「求」除幕式
　このたび、本学園と
深い関わりのある、故
石田清先生の作品「求」
をご寄贈いただき、星城
大学に設置し、6月15日に
除幕式を行いました。
当日は作者の故石田清
先生のご子息で彫刻家
の武至さん、お孫さんに
あたる達郎さんにお越し
いただき、除幕をいたし
ました。
　学園内の星城大学を
始め、各学校にあります
創立者の銅像は、すべて

故石田清、武至先生親子の手による作品であり、また星城大学
や高校・中学などには、石田清・武至先生、清先生のお弟子さん
の工藤潔先生や市川明廣先生の作品など多数所蔵しており、学
園内のいたる所に展示されています。
　また、石田先生親子の作品は、名古屋市始め愛知県内に数多く
設置され、地元の東海市にとっても大変なじみのある作家です。

平成25年度日本私学研究所
   　委託研究員に選定されました。

中学校 数学科  杉浦俊光 先生 高等学校 数学科  大参智和 先生
テーマ： テーマ：

「筋道を立てて自分の考えを
　　発表できる生徒の育成」

「数学の授業を通じて、
　　生徒の「表現力」の育成」

【プロフィール】
　父の正之さんは、(株)鬼丸代表取
締役。この会社は1977年に正之さ
んの父が立ち上げ、22歳で工場に
入り、今は社名を「鬼丸工房」とし、
メッセージボードなどの制作・販売
を行っている。息子さんは現在大学
1年でラクロスを趣味としている。

⑲星城高等学校 で

星城二代
～父から息子へ～

（正之さん）文化、体育祭が特に印象に残っています。文化祭では
金魚すくい、風船つりなどを企画し大いに盛り上がりましたし、
体育祭ではブロック長を務めていましたので皆をまとめる事の
大変さと終わった後の達成感が本当に思い出深いです。
（祐輔さん）毎年一回あった特進合宿が印象にのこっています。
朝から晩まで勉強するという辛い合宿でしたが、クラスメイトと
意識をたかめ合いながら集中した時間が心にのこっています。  

 星城高校での思い出や印象に残っていることは？

（正之さん）クラスメートや先生との関わりがとても勉強になり
ました。特に担任の先生はどんな事でも相談できたので、先生、
生徒という関係と言うより人間としての関わり方を学ぶことが出
来ました。
（祐輔さん）高校では礼儀礼節と両親に感謝する事を学びました。
大学で1人暮らしをしていても近所の人とのコミュニケーションを
とるのにも苦労をしないので役にたっています。

高校時代に学んだことは？

（正之さん）父親がサラリーマンではなかったので、勤めに行くと
いうイメージがありませんでした。子供の頃から何となくですが、
仕事は自分から率先していくものと考えていました。

今のお仕事を選ばれた理由は？

（正之さん）友達、先生との関係を大切にし、一生付き合える仲間
をたくさん作ってください。
（祐輔さん）勉強は一日では身につかないので毎日コツコツ
少しずつやっておいた方がいい。でも勉強だけでなく遊びも
ほどほどにしながらメリハリをもって生活してください。

後輩へ一言

（祐輔さん）自分の家から通いやすく、父親もいい学校だという
事で選びました。

星城高校を選んだ理由は？

（息子）鬼丸祐輔さん
星城高校第48回生

（父）鬼丸正之さん
星城高校第19回生

「分水嶺」
農業センター
石田清先生

「若き日の細井平洲」像
メルヘンの森
石田武至先生

「舞」
メルヘンの森
石田武至先生

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
学院
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幼稚園

名英図書
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