














グローバル社会への貢献の仕方は様々あります。海外で働く
ことはもちろん、日本にいても海外の情勢や起きている問題
に関心を持ち、自分自身で正しく認識し、自分の考えを持ち、
自分のできることを行うことも国際貢献です。身近な社会だ
けでなく、世界に目を向け、「世の中」「他者」のために貢献
することに喜びを感じる女性を育成していきます。

国際プログラム
「コミュニケーション力」と

「貢献意欲」を育むプログラム

自主性を培う

世界の一員としての意識を高める

国際的なコミュニケーション能力を培う

集団行動を通して友人との関わりを深め、
自主性（シェアド・リーダーシップ）を培う

各国の歴史・文化を学び、各国で起きている問題について考える

姉妹校生徒との交流を通して視野を広げる

「世界の中で生きる自分」
という実感をもってほしい
国際プログラムを通して、世界には様々な状況の中で生きてい
る人、自分とは異なる価値観を持っている人がいるということ
を肌で感じて欲しいと思っています。同じドン・ボスコの教え
が生きる学校の生徒との交流を通して、国は違っても同じ精神
が宿っていることを実感できるのは、世界に姉妹校がある星美
学園ならでは。帰国後の生徒の様子からは、世界の諸問題に対す
る意識の向上はもちろん、他学年の相
手に対しても個を理解しようとする
姿勢が見えることも多く、その成長に
はいつも驚かされます。英語が話せる
ことだけを目的とせず、総合的な国際
性を身につけてみませんか？

校内英語研修
中学1年、2年次に実施。3日間の校内研修で、ゲームやフィールド
ワークを取り入れながら英語を活用し、海外の文化にふれる活
動を行います。

イングリッシュキャンプ
中学3年次に実施する、2泊3日のプログラムです。
日常とは異なる環境の中で、英語力の向上を図るとともに、
国際理解の一助となります。

Pick up!

海外研修旅行

高校１年時に実施。本校の姉妹
校がある国（＊）に訪問し、授業を
一緒に受けたりホームステイをし
たりと交流をします。また「自国
の女性をとりまく現状について」
など、予め決められたテーマで
プレゼンテーションやディスカッ
ションも行うため、事前にしっか
り準備をしてから渡航します。
＊2018年度実績 香港・フィリピン・韓国

Pick up!

オーストラリア
長期留学

マルタ島
語学研修

夏休みに実施される
約2週間の研修です。
ホームステイをしなが
ら現地の語学学校へ
通学します。

世界へ
羽ばたく

力を育みます

佐藤 寛子先生

全 員 イングリッシュワークショップ
楽しみながら英語力をアップ。ネイティブの先生とオールイング
リッシュでレクリエーションを行います。

希望者

希望者

高校2年次1年間のプロ
グラム。現地の公立高校
に通学しながら海外での
生活、文化を体験します。

選 抜

特別授業『国際』
中学3年次より実施。自己紹介からはじまり、ギリシャ神話の暗
唱と発表、修学旅行後の京都・奈良についてのプレゼンテー
ションなど、英語を使って”伝える”学習を行います。

Pick up!

全 員

全 員

希望者

言語は違っても
人は通じ合えると実感しました
フィリピンに興味を持ったのは部活の先輩に勧められたことがきっ
かけでした。事前学習で、「フィリピンの貧富の格差」また「女性の社
会進出」について調べていくうちに、現地の子どもたちと交流をした
い、日本との違いなどもっと深く知りたいという気持ちが高まってき
ました。フィリピンでの経験で印象深いのはドン・ボスコスクール
（日曜学校）での子どもたちとの交流です。日本の昔遊びをしたり、
おやつを一緒に食べたりする時間は楽
しく、アットホームな関係が築かれてい
てとても温かい気持ちになりました。
この研修を通して、言語が違っても人
は通じ合えるということ、また、日本は
とても恵まれているということを学びま
した。言語力だけでなく心も磨き、夢に
向かって努力していきたいと思います。

高校3年 K.M.さん
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「道」にふれる
中 学

年 生
2

自分を整える
中 学

年 生
1

身心プログラムは「喜んで国際社会に貢献できる女性の育成」
プログラムの一つとして、体験学習を多く取り入れ、身体を通して
心を整える・鍛えることを主眼としています。中学生という多感
な時期は、心身ともに大きく成長するため揺らぎも大きい時で
す。だからこそ自分を慈しみ、相手も大切にすることを学んでほ
しいと思っています。星美学園の日々の生活の中で女子力に留ま
らない人間力を高めて、皆さんの魂を輝かせてみませんか。

女性としての美しい所作や分離礼を学んだおかげで、職業体験な
ど初対面の大人の方と接する際、マナーを褒められることが多く
なりました。また、海外研修では日本の文化、特に華道や茶道につ
いて質問されましたが、身心プログラムでの経験を生かしてコ
ミュニケーションできたことで会話も弾みました。私の将来の夢
はキャビンアテンダントです。星美で学んだ「美しい女性の在り
方」を実践し前向きに取り組んでいきたいと思います。

堀尾 映子先生

先生の声
高校3年 H.M.さん

在校生の声

礼儀作法

日常に必要な礼儀作法・基本的な所作
を学びます。

呼吸の仕方や姿勢を意識
するだけで、自分が変わる。

華道

華道の作法を専門家から学び、花と向き
合い作品を仕上げます。

花と向き合い、自分と向き合う。

命の授業・性の授業

助産師を講師に迎え、妊婦体験などを通
じて命の尊さを学びます。

命の尊さを体感する。

浴衣の着付け

浴衣を自分で着られるよう、着付けの先
生にご指導いただきます。

日本の装いを美しく。

茶道

茶道の礼儀作法や道具の使い方、お茶の
点て方を学びます。

茶道の心得を学ぶ。

和飾り制作（華鶴）

日本古来の二連鶴を作成し、扇子や色紙
に飾り付け作品を制作します。

日本人ならではの作品。

心技体の考え方のもと、健やかな身体と相手を思いやる
心を育み、調和のとれた女性を養うことを目的としたプ
ログラムです。日常ではなかなか体験できない日本の伝
統文化や作法・マナーを学びながら、心身を取り巻く環
境を整える力と、自国への理解を深めることで、将来グ
ローバル社会で活躍できる心と身体を養います。

身心プログラム
自分を整え、

日本文化の道に触れる

健やかな身体と康らかな心を育む

心技体の真意とバランスを学ぶ

夢中になれる何かに出会うための準備

キリスト教をベースに、命を大切にする心を育み、
心身共に健康な状態を目指します

思いやりと感謝の心、日本に伝わる文化の技、
洗練された女性の基礎となる体力を培います

自分を知り、自分を取り巻く環境や文化への興味に対して、
一歩踏み出すためのベースを作ります

美しい所作と
心の共鳴を
目指して
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K.S .さん（2019年度卒業）

S .M.さん

S .M.さん

K.M.さん



クラブ活動

運 動 系

部活動一覧

陸上競技部
ソフトボール部
卓球部
テニス部
バスケットボール部
バレーボール部
ダンス部

文 化 系

■生物部
■美術部
■英語部
■演劇部
■天文部
■家庭科部
■吹奏楽部
■

■
■
■
■
■
■
■

映像制作部
■聖歌隊
■箏曲部
■ボランティアサークルGIOIA
■VIDES Jr
■星美広報チーム
Stel l a Union

2019年度 クラブ活動実績

星美学園には運動系・文化系合わせて 20 のクラブがあります。
中学生と高校生が一緒に活動することで、幅広いコミュニケーション能力を育みながら、

各クラブの専門的な技術を身につけることができます。
クラブ活動への参加は必須ではありませんが、ほとんどの生徒がクラブ活動へ参加しています。

陸上競技部
高校3年
F .A .さん

学年関係なく仲がいいところが自慢です！
種目練習も基礎トレーニングもみんなで
がんばりましょう！

星美彩や定期公演、地域のイベントなど
でダンスを披露します！一緒に色々な
ダンスにチャレンジしよう！

仲間との絆や協調性を感じられる素晴
らしい部活です。みんなで成長や達成
感を味わいましょう！

よく作るお菓子は、パウンドケーキや
ロッククッキー、マドレーヌ♪星美彩や
送別会の準備も担当します！

卓球部
高校3年
I .M .さん

家庭科部
高校3年
I .A .さん

ダンス部
高校3年
K .A .さん

♬

♩

♪♪

朝礼での聖歌当番や、聖母祭、クリス
マス会の演奏のほか、NHK全国学校
音楽コンクールにも出場しています。

ボランティアを通して、校外の人たちと
関わることや様々な職業を体験でする
ことができます！

１つの楽曲を皆んなでつくりあげる仲の
良い部活です。「心をつなぐ音楽をつくる
こと」がモットーです♪

生物部では、ウーパールーパー、クサガメ、
ミドリガメを飼育しています♪ 実験や
生き物が好きな方はぜひ！

吹奏楽部
高校3年
S .M .さん

生物部
高校3年
T .R .さん

聖歌隊
高校3年
I .H .さん

VIDES Jr
高校3年
N .A .さん

陸上競技部

● 東京都高等学校陸上競技対校選手権大会 第３支部予選会
　（砲丸投）/第二位
　（円盤投）/第三位
● 東京都高体連第２・３支部学年別大会 兼
   東京都高等学校陸上競技大会１年生大会予選会（１年砲丸投）/
　第一位 → 都大会進出
   第五位 → 都大会進出
● 東京都高等学校選抜陸上競技大会 兼
   東京都高等学校陸上競技1年生大会 （1年砲丸投）/第八位

バスケットボール部

●第六十回 関東地区カトリック校女子球技大会
   バスケットボールの部 ベスト8
   
卓球部

●令和元年度 北区中学校秋季卓球大会
   団体の部/優勝　   女子ダブルス/優勝

吹奏楽部

● 第59回 東京都高等学校吹奏楽コンクール 銅賞
● 第43回 東京都高等学校アンサンブルコンテスト 銀賞

聖歌隊

● 第86回NHK全国学校音楽コンクール
   東京都コンクール高等学校の部　予選B　銅賞

ダンス部

● 第5回東京舞祭（秋）Challenge部門／
  ベストパフォーマンス賞
● 第5回全国高等学校日本大通り
  ストリートダンスバトル／関東大会出場
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