同窓会開催について

新型コロナウイルスの影響により様々な活動が中止になっていま
す。令和３年度に入り学校行事も制限付ながら戻りつつありますが、
まだまだ元の生活にはもどっていません。感染が治まり活動制限が
解除されましたら、ぜひ同窓会開催の援助をご活用ください。

① 出欠往復ハガキ依頼・住所ラベル依頼手順
a.

同窓会ホームページより

a.

依頼書をプリントアウトする

依頼書

b.

を記入して郵送する

申請書をプリントアウトする

申請書

を記入して郵送する

（申請書・参加者名簿・領収書コピー・集合写真 他）

出欠用往復ハガキ校正

を郵便で受取る

➡

➡

c.

補助金を指定の銀行口座に振込
※申請は実施後１週間以内に行ってください。

校正の返事

返信用封筒に入れて郵送する

e.

出欠用往復ハガキ・住所ラベル

を受取る

※依頼から納品まで約４週間です
※宅配便で発送します

❸

●
❶
●
❷

住所変更手続き

静岡北高校同窓会ホームページの
住所変更ページより住所変更フォー
ムで手続きを行ってください。

記入例

ご協力のほど
宜しくお願い致します。


➡

※2022年1月17日から振込サービスの改定が行われ、現金での振込みに際し
110円の加算料金がかかります。
あらかじめご了承ください。

郵便局による
会費振込みのお願い

d.

22

➡

➡
c.

静岡北高等学校同窓会 会報 2022

同窓会ホームページより

➡
b.

北風

開催後の補助金申請手順

②

North Wind

卒業生、企業、保護者、在校生が勧める学校。
■ 自動車システム工学科（4 年制 / 定員 80 名）
・一 級 エ ン ジ ニ ア コ ー ス
・開 発 エ ン ジ ニ ア コ ー ス
■ 自 動 車 整 備 科 （2 年制 / 定員 40 名）
■ ボディエンジニア専攻科（1 年制 / 定員 20 名）

エンジニア新時代、

始動。

静岡市葵区宮前町 52-1 TEL: 0120-261-633

想像以上の自分と出会う―。
理工学部：土木工学科 ※2022 年 4 月開設
機械工学科
電気電子工学科
物質生命科学科 建築学科
情報学部：コンピュータシステム学科
データサイエンス専攻
情報デザイン学科

みらい情報科

ＣＧ技術科

コンピュータ科プログラムコース

医療事務科

ＣＡＤデザイン科

コンピュータ科ビジネスコース

こども保育科

建築科

ゲームクリエイト科

〒４２０ ‐ ８５３７ 静岡市葵区宮前町１１０－１１
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学友との再会
新年あけましておめでとうございます。
同窓生の皆様におかれましては、新年への抱負も新たに初春をお迎えのこと、心よりお
喜び申し上げます。
今から数年前、いや数十年前に静岡北高等学校で学業に部活に青春を謳歌し、思い出を
残し巣立った約二万人を超えた同窓生の皆さんが今、それぞれの地域で、或いは団体や企
会長

平井一史

生徒会企画 令和３年度
静岡北中・高『静北祭』

雲外蒼天 〜今この時は未来への懸け橋〜
2020年度は新型コロナウイルスの影響
で開催を見送った文化祭
『静北祭』
。
今年度

業において激動の社会で活躍をされています。
さて、一昨年来コロナ禍の影響で負の社会が継続し人々の意識が変化し混迷を極める状
況下でありますが、だからこそ人との繋がりや親交を温めることは重要なことです。先輩

は地域公開は行わず、校内開催（在校生の
み）
での実施となりましたが、無事に文化祭
を開催することができました。今年度のテー

後輩と言った個々の交流を拡大し各期の結束を図っていく中で、同窓生との思わぬ再会や
邂逅を果たし、生活の潤いや実社会での有効手段を得ていく事が大切です。期は違えども
同じ学び舎で苦楽を共にしてお互い励ましあってきた仲間の集まりを大切にし、更には同

マは『雲外蒼天〜今この時は未来への懸
け橋〜』。
このテーマには
「先が見えない困
難な状況であっても、諦めずに前進すれば

窓生という仲間意識を持って、親しみを感じる交流の場であって欲しいと願います。
近年、母校の後輩の活躍は目覚ましく学習面では勿論のこと、ボランティア活動や社会
を意識した校内及び課外の活動にも積極的に参加されています。また、体育部・文化部の
活躍等をメディアで見たり聴いたりする機会も多くなったと感じています。

いずれ青空は戻ってくる」
という意味や「現
状を嘆き諦めるのではなく、知恵を絞り、
力
を合わせれば必ず道が開ける。
今年はその

今後とも会員皆様のご理解・ご協力をお願い申し上げます。

自転車競技部

東海高校総体で学校対抗の部優勝！全国高校総体出場決定
2021年6月三重県四日市競輪場で開催された
『東海高等学
校総合体育大会自転車競技』において、
自転車競技部出場選

卒業生（普通科高・専一貫コース）の活躍
卒業生（普通科高・専一貫コース）の活躍
186点の応募の中から見事に

静岡新聞広告賞グランプリを受賞

静岡新聞広告賞2020
（静岡新聞社主催、
静岡県広告業協会後
援）
において、2018年度に本校の高・専一貫コース
［デザイン系］
を卒業した後藤真衣子さんが若手クリエイターの育成を目的とし
た公募部門で、186点の応募の中から見事にグランプリを受賞し
ました。後藤さんは本校在学中から
「グラフィックデザイナー」
にな
るという夢を抱き、勉学に励んでいました。夢の実現に向け、更な

空手道部

る成長と活躍を応援しています。
おめでとうございます。

を実感します。
いまもなお変わらぬ理念と理想を抱き、今日この日の静岡北高等学校を次代に繋ぎ続け
ていくことができますのは、まさしく同窓生の皆様があってこそと感謝いたしておりま
す。末筆ながら今後益々の御活躍と御健勝をお祈り申し上げます。

生科学技術チャレンジ
（JSEC2020）
において、
花王賞
（協賛企業社賞1位、
総合4位）
を受賞し、ISEFの日本代表に選出されて、本大会に出場した下記の研究がEdison
International, 1st Award
（エジソン・インターナショナル賞１等賞）
を受賞しました。
研究テーマ
Photochemical hydrogen production using tea leaf residue and iron ions
『茶粕と鉄イオンを用いた光化学的水素製造法』
グループ名
科学部水質班H2プロジェクトチーム
受賞メンバー 谷本里音／望月 凌
（理数科３年）

令和２年度
「大学進学」
「専門学校進学」
「就職」
状況

98％ 国公立大学 36名合格
京都大学［工学部］ 香川大学［医学部医学科］等
大学現役合格率

《難関私立大学にも多数合格》

早稲田大学
明治大学

東京理科大学
学習院大学

静岡理工科大学

青山学院大学
同志社大学

25名進学

中央大学
立命館大学

法政大学
関西大学

等

※県内唯一の私立理工系総合大学［理工学部／情報学部］

静岡産業技術専門学校30名、静岡デザイン専門学校９名、静岡工科自動車大学校11名
静岡インターナショナル・エア・リゾート専門学校7名、浜松未来総合専門学校1名 進学

専門学校現役合格率／就職内定率

100％

2020年はコロナ感染症拡大の影響により中止となった高
校総体静岡県大会でしたが、今年度は無事に
『第51回高校
総体静岡県大会』が開催され、
男子団体組手の部ではチー
ム力を発揮して３位に入賞。惜しくも団体での東海総体出場
権は逃したものの、
男子個人組手の部で中川
（1年）
と関（3
年）の２名がベスト8に入賞し、東海総体への切符を手にしま
した。2021年6月三重県桑名市で行われた
『第68回東海高
等学校総合体育大会空手道競技』
では、
男子個人組手の部
で出場した関選手が、抜群の集中力で激戦区のトーナメント
を勝ち上がり、高校生最後の大会で５位に入賞しました。空
手道部としては悔しさも残る結果となった高校総体予選会。
来年度は更に上を目指して練習に励みたいと思います。

手8名全員が、見事に全国高校総体への出場権を獲得しまし
た。
それと同時に創部以来、念願だった総合優勝も初戴冠する
ことができました。初日に行われたチーム戦。
チームスプリント
では、
インターハイ出場基準タイムを上回るタイムで２位に入り、
インターハイ出場の権利を獲得。続くチームパーシュートでは２
位のチームに圧倒的なタイム差をつけての優勝。個人種目に
おいても、ポイントレースに出場した３年生の山田選手は、ほと
んどのポイント周回で１位を獲得し、
２位以下と大きく差をつけ
ての優勝となりました。初の総合優勝で喜びに沸いた選手た
ち。全国制覇への夢を引き続き追いかけて頑張っていきます！

アーチェリー部

エコパスタジアムで開催された『令和３年度
第69回静岡県高等学校総合体育大会アーチェ
リー競技』において、井澤玲奈（3年）が個人の
部で見事１位になり、東海高等学校総合体育大
会、
そして全国高校総体への出場権を獲得。
３月
に行われたJOCジュニアオリンピックカップで
は強豪選手を倒して第５位に入賞。全国レベル
の試合経験を積むことでさらに自信がつき、6月
に三重県で行われた東海高等学校総合体育大
会では２位を獲得しました。

東海高校総体で個人の部準優勝
全国高校総体出場権獲得

山本政治

Regeneron ISEF 2021のSpecial Awards Ceremonyが日本時間2021年5月21
日
（金）午前にオンラインで行われました。2020年の12月に開催された第18回高校

東海高校総体
個人の部５位入賞

校長

見事にISEF
〈世界大会〉
で受賞しました！

スタートなんだ！」
という力強いメッセージが
込められています。様々な制限があり、準備
期間も短い中でしたが、生徒たちの想いや
一生懸命の取り組みが一つの形になった
素晴らしい文化祭だったと思います。

今後も、いずれ社会に巣立つ後輩たちを温かく見守り、同窓会として可能な支援を推進
したいと思います。

社会が目覚ましく変化し続けていくように、私たち静岡北高等学校も絶え間ない変革を
し続けています。同窓生の皆様におかれましては、久しぶりに訪ねてみた母校の施設設備
や地域の皆さんから伝え聞く生徒の様子、学校を取り巻く瀬名地域の街の様子なども含
め、自分たちが通っていた頃と比べて随分と変わってしまったのではないかと、驚きや喜
びだけでなく一抹の寂しさを感じる方もいらっしゃるかも知れません。
けれども、施設や設備が新しくなったり在学生の気質が変化したりしたとしても、私た
ち静岡北高等学校が抱いている教育理念に変わりはありません。それは学力を高めるだけ
に留まらず、建学の精神である「社会に貢献する人材を育成」するという使命です。この
社会的使命は一貫して変わることはなく、卒業してなお世の中の変化に負けない自分の軸
を持てるように、そのきっかけとなるヒトやコトとの出会いの場を、生徒と教職員が一体
となって用意し続けています。一つのきっかけで人は変われる。さらに成長できる。本校
での学びを通して、世界に触れ、社会と関わる生徒たちと接していると、いつもそのこと

SSH/科学部

