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校⻑ 重信 明利

卒業⽣のみなさん、おめでとうございます。
みなさんは⾼校⽣活がもっとも充実する２年⽣と３年⽣の時期、新型コロナウィルスにより⼤きな
活動の制約を受けました。学校⽣活の中にはその時にしかチャンスのないものがあり、特に留学や海
外研修が全くできなかったことについては私も⼤変残念です。とはいうものの、⼗代後半はいちばん
感受性の強い時期なので、たとえコロナ禍の中であっても本校での経験は⼀⽣忘れられない貴重なも
のとなるはずです。
現代社会には、デジタル技術や⽣命科学の発達、地球環境問題、政治‧経済の不安定性など⾒通し
の難しい要素がたくさんあり、必ずしも明るい未来像は描けません。しかし、本校教育の⼟台となっ
ているキリスト教は、神様に創造された⼈間はその⼈格を⾼めるべきこと、そしてそれを実現するた
めに⼈間は社会の「共通善」の増進に務めるべきことを説いています。みなさんがそれぞれの⽴場
で、この⼈間に与えられた課題に取り組んでいくことを願っています。
お⼦様のご卒業おめでとうございます。
お⼦様の⾼校⽣活に聖星⾼校を選んでくださってありがとうございました。
私は、令和２年度から中庭で宗教教室で出会っており、どの⽣徒も愛おしい存在です。３年⽣に
なって「さすが最⾼学年になった」と感動することが度々ありました。学校側の働きもさることなが
ら、ご家庭の皆様の⼤きな⽀えを感じ取れます。私たちの修道会で「教育共同体」と学校教育の⼀つ
のあり⽅を表現しています。その実りを感じています。
コロナ禍で、予定変更続きで社会も学校も追われた２年余り、次の時代に活躍する彼らはこの混乱
の中で何を学んでいたのでしょうか。私は、本⼈の奥で本能的に受けている⼤切なものがあると確信
しています。この世代への神様からの期待と恵みです。この恵みは⾃分のためだけではありません、
他の⼈のために活かすときさらに本⼈のものになります。それぞれのあり⽅で育てていってほしいと
⼼から願っています。
保護者の皆様、ありがとうございました。私どもは⼀⼈ひとりの前途を神様が祝福してくださるよ
うに祈っています。
この度はお⼦様のご卒業、誠におめでとうございます。
来たる４⽉より改正⺠法が施⾏され、この「卒業」はお⼦様の中等教育からの卒業と同時に、⼦ど
もから成⼈への卒業を意味することになりました。お⼦様は契約権や参政権など様々な権利（飲酒喫
煙、公営ギャンブルの投票券購⼊等以外の権利）を得ることになり、保護者様はお⼦様に対する親権を
失うということです。つまり、「保護者からの卒業」でもあります。そのように考えるとこの度のこ
の「卒業」はこれまでにない特別な意味を持った卒業であると⾔えます。⼤学⼊試や合格発表、引っ
越しの準備等でそれどころではないというご家庭も多いかと思いますが、４⽉までの短い間、この卒
業の意味を親⼦で語り合ってみてはいかがでしょうか。

令和３年度卒業⽣（計204名）

国際教養コース ［31HR］32名 ［32HR］32名 ［33HR］31名 ［34HR］37名
国際特進コース ［35HR］37名 ［36HR］35名

✧
✧

３学年教員からのメッセージ （

学年主任 ⼟井 則⼦ [英語科]

✦3

[

]

内担当教科 ）

ご⼦息、ご息⼥の卒業に際しまして、⼼からお喜び申し上げます。ご卒業、おめでとうございます。
この３年間、⾄らぬ点も多々あったかと存じますが、PTAの役員の⽅々をはじめ、保護者の⽅々には、
本校の教育活動に多⼤なる協⼒を承りまして⼼より感謝申し上げます。
今振り返るに、今年の卒業⽣は激動の時を⽣き抜く⼒を養成された⽣徒たちだったと思います。元
号平成31年４⽉、⼊学。１ヶ⽉あまりで皇位継承により令和に変更。その年12⽉初旬に新型コロナウ
イルス感染症が報告され、わずか数ヶ⽉ほどの間にパンデミック状態となり、２年⽣１学期はオンラ
イン形式での授業参加。各種⾏事、部活動が制約される中での学校⽣活。修学旅⾏先変更...実際、夢
描いていた⾼校⽣活とは異なり、絶望に打ちひしがれる⽣徒も何⼈かいました。しかし、⼀⽅で社会
全体が閉塞感の空気が流れるなか、「今できることは何か？」と模索するたくましい⽣徒の姿が徐々
に増えていったようにも思います。好条件のもとで⾼校⽣活ができなく、常に不安定な社会情勢を⽬
の当たりにしていた令和元年度⽣は、⾃ら考え、判断‧選択し、努⼒することが強いられた３年間で
した。それゆえに、⼈⽣において⼤切なことを学んできたと確信します。世の中には、時にどうする
こともできないこともあるが、⼈類の真の幸福のために科学技術が開発され、万⼈が知恵を出し合う
ならば、必ず道は拓かれるということを。そして、当たり前だと思っていたことが当たり前ではなく
希少な尊いものであることを学んだに違いありません。さあ、⾨出の時です。卒業⽣の新たな⼈⽣の
始まりに幸多かれと⼼より祈っております。私達聖星⾼校職員は、卒業⽣が再び⺟校を訪れ元気な顔
をみせてくれることを⼼から待ち望んでいます。
✦31HR担任 須⼭ 紘未 [国語科]
保護者の皆様、お⼦様のご卒業おめでとうございます。お⼦様を温かく⾒守り、本校にご⽀援ご協
⼒を賜りましたこと、⼼より感謝申し上げます。２年⽣から担任をさせていただきました。年度当初
がオンライン登校となり、｢はじめまして」の挨拶はパソコンの画⾯越しというイレギュラーなスター
トではありましたが、画⾯上であることを感じさせない程明るく元気な⽣徒たちに直接会える⽇が待
ち遠しかったことを鮮明に覚えています。休校や部活動の制限、⾏事の中⽌や⼊試内容の変更など、
いくつもの困難が⽴ちはだかる⾼校⽣活の中でも真っ直ぐに前を⾒、⼀つ⼀つの物事に懸命に取り組
む⽣徒たちの姿はとても頼もしく、眩しく⾒えました。
⾼校卒業を迎え、新たなステージへと踏み出すお⼦様⽅の⼈⽣が実り多きものとなることを願って
います。
✦32HR担任 伊藤 ⼤介 [保健体育科]
ご卒業、おめでとうございます。
最後のHRで卒業証書を渡しながら、RADWIMPSさんの「正解」という曲を流しました。この曲の歌
詞には、「あぁ 答えがある問いばかりを 教わってきたよ だけど明日からは 僕だけの正解をいざ
探しにゆくんだ また逢う日まで（中略）制限時間は あなたのこれからの人生 解答用紙は あなた
のこれからの人生 答え合わせの 時に私はもういない だから 採点基準は あなたのこれからの人生
「よーい、はじめ」

」という部分があります。
これから、⽣徒⼀⼈ひとりの⼈⽣には、思い通りにならないこともあると思います。答えを探すも
探さないも、すべて⾃分次第。誰かに教えてもらう模範解答より、⾃分なりの答えを探し続けられる
⼈であって欲しいと思います。３年間、同じ学年で過ごすことができ、いい思い出がたくさんできま
した。ありがとうございました！
✦33HR担任 伏⾒ 萌 [地歴公⺠科]
この３年間、私にとっても新しい挑戦の⽇々でした。はじめての共学クラスの担任（しかも選抜ク
ラス）、オンライン授業、オンライン部活、⾏き先変更となった修学旅⾏、私⾃⾝にとってもステッ
プアップの期間になりました。楽しく意⾒交換をした現代社会の授業、⺟のように世話を焼いた⽣活
指導、思い返せばきりがないほど、３年⽣との思い出は⾊濃く私の⼼に刻まれています。コロナ禍で
世の中が落ち込んでいる時でも明るく過ごせたのは、間違いなく３年⽣のおかげです。また、様々な
点で⾄らぬことが多かった私ですが、保護者の皆様のあたたかいご⽀援のおかげで今⽇この⽇を迎え
ることができました。本当にありがとうございました。そして、ご卒業おめでとうございます！！

担任 鈴⽊ 悠作 [理科]

✦34HR

この度はご卒業おめでとうございます。個性的なメンバーが揃った34HR。なにか問題が起きたとき
には、指⽰を待つのではなく、１⼈１⼈がその解決のために、⾃分で考えて⾏動していた姿が印象的
でした。たまに、これは先に相談してよ！と思うこともありましたが、今思えばそれも良い思い出に
なっています。初めての担任でしたが、⽣徒の⾃主性に⽀えられ、共に考えて、成⻑することができ
ました。このような貴重な経験を踏まえ、今後の⽣徒に対して、なにがプラスに働くか考えていきた
いと思います。また、新任の教員で不安に感じることもあったと思いますが、最後まで⽀援してくだ
さりありがとうございました。 皆様の益々の発展と御活躍をお祈り申し上げます。
✦35HR担任 Bradley Roden [英語科]
保護者の皆様、お⼦様のご卒業おめでとうございます！
英語では「卒業」は「graduation」とよく訳しますが、もう⼀つの訳し⽅は「commencement」で
す。「commencement」は「始まり」や「開始」という意味もあります。
18年間、⼦供として育ててきて、これからは⼤⼈として、⼈⽣の次のチャプターは今⽇がその「始
まり」ですね。今までのチャプターお疲れさまでした。私も18年のうちの最後の３年間を教師として
関われたことを⼤変嬉しく思います。
Naturally, the students of 35HR will always hold a special place in my heart. I am very proud of the
young men and women that they have become, and am interested to see where life takes them.
I hope they will let me know. Thank you for all your cooperation over the past three years.
And again, Congratulations!

担任 ⼩林 太⼠ [理科]

✦36HR

ご息⼥、ご⼦息の卒業おめでとうございます。
この２年間、特進コース26HR、36HRの担任をさせていただきました。２年間通して「勉強をし
ない」「時間を守らない」「約束を守らない」に関してはとことん⾔い続けてきました。とことん
「しつこく、うるさい⼈」でした。この毎⽇⾔い続けてきたことが、今後のためになればと思ってい
ます。２年間、保護者の皆さんには多⼤なるご協⼒をいただきました。本当にありがとうございまし
た。36HR最⾼でした！
最後に、この３学年の⽣徒（元気がありすぎて困っちゃう⽣徒多いですが。。。）全員に向けてコメ
ントを残します。「⼈⽣、楽しんだ⼈が勝ちです！⾃分のやりたいことをやり続けてください！また 、
会いに来てください！」
✦副担任 佐藤 ⼤介 [数学科]
保護者の皆様、お⼦様のご卒業おめでとうございます。役職柄、⽣徒たちとは進路指導に特化した
関係となってしまうのですが、今年の⽣徒たちには今までにない特徴がありました。まず、進路につ
いての質問が⾮常に多くありました。⾃⾝の進路についてよく考えてきた証拠だと思いますし、その
⾏動⼒を讃えたいと思います。情報⼊⼿がオンラインへと移り変わる中で、具体的なイメージを抱き
にくくなったことが影響したのは間違いありません。しかし、先んじて⾏動したことが結果に繋がっ
たという経験は貴重であったと思います。次に、⾚本の使⽤率が⼤幅にアップしました。進路指導室
には多くの⾚本がありますが、今年に関しては⾮常に実⽤的であったと思います。受験⽣がよく⾃⾝
の学習に活⽤していました。そんな⽣徒たちを誇りに思います。最後に、保護者の皆さまには３年間
を通して進路指導について多⼤なご協⼒をいただき、本当にありがとうございました。
✦副担任 清⽔ 明⼦ [国語科]
お⼦様のご卒業、誠におめでとうございます。３年間副担任として国語担当としてお⼦様たちと過
ごしてまいりました。素直な⽣徒が多く、授業、掃除、遠⾜、修学旅⾏等、振り返れば楽しい思い出
ばかりです。
コロナの流⾏により制限の多い⾼校⽣活になってしまいましたが、腐ることなく、⾃分の進むべき
道を⾒つけ、努⼒し続けることができたのも、保護者の皆様の⽀えがあったからこそ
だと拝察いたします。ここに卒業を迎えられますことを改めてお祝い申し上げます。
今⽇お⼦様たちは学び舎を巣⽴っていきますが、これからの未来に幸多かれと⼼より
願っております。

副担任 鈴⽊ 瑶介 [数学科]

✦

私は保護者と⽣徒の話をするときに意識していることがあります。保護者は⾃分の⼦どもの成⻑を
縦に⾒てきている。私たち教員は多くの15歳から18歳の⽣徒を横に⾒ているということです。
私⾃⾝が親になり６年。「この⼦はこういう考えの⼦だから」と話す妻と、「⼀般的な６歳ってこ
んな感じかな」と話す私。⼦どもの⾒⽅に⼤きな違いを感じます。６歳が３⼈いるのでなおさらです
が横に⾒ようとするのは癖になっています。
教員と保護者。⽣徒を⾒ている⽅向が違うので、意⾒が納得いかないときもあったかと思いますが
教員としての⽬的は、卒業までにその年齢に⾒合った⼒を⾝につけてもらうことです。
社会に出れば他の⼦と違うからという訳にはいかず、⼀⼈前の⼤⼈と⾒られるはずです。それに中
⾝が伴っていなければ苦労します。その⼤変な思いを早く味わって少しでも⼤⼈に…と思って接して
きたつもりです。これからの困難に⽴ち向かえるように。
⽣徒たちのこれからに多くの笑顔があることを願っています。
お⼦様のご卒業おめでとうございます。

卒業⽣･令和３年度表彰

１.皆勤賞（20名）
[31HR] ⼤貫 美智 ･ ⼩島 菜⽉ ･ ⼩林 ⼤晃 ･ 杉村 彩 ･ 辻 れみな ･ 宮⽊ 夢
[32HR] 松⼭ 史佳 ･ ⾕ 僚太 ･ 髙林 奏⾐
[33HR] 島津 睦 ･ 鈴⽊ 貴琉 ･ 鈴⽊ 萌夏 ･ ⻄尾 ⾹凜
[34HR] 鈴⽊ 琉晶
[35HR] 斎藤 絢華 ･ 杉⼭ 陽菜 ･ 中桐 未来 ･ 服部 美紅 ･ 吉川 未来
[36HR] ⼭⼝ 紗和
２.静岡県私学協会会⻑表彰 奨励賞（各クラス推薦者）
[31HR] ⼭内 ⾳葉 ∕ [32HR] ⽯井 敬⼤ ∕ [33HR] 野中 咲良 ∕ [34HR] ⾼⽊ 波弥
[35HR] 服部 慎之介 ∕ [36HR] ⼭⼝紗和
３.静岡県私学協会会⻑表彰 ⽂化体育表彰
【団体の部】吹奏楽部 （第69回全⽇本吹奏楽コンクール 銀賞受賞）
４.⽇本私⽴中学⾼等学校連合会会⻑表彰
⽊野 歩美 [36HR] （⼥⼦バスケットボール部所属 令和3年度⾼校総体優秀選⼿）
５.静岡県⾼等学校⽂化連盟特別表彰
【団体の部】吹奏楽部 （第69回全⽇本吹奏楽コンクール 銀賞受賞）
６.⾼校⽣新聞社賞
杉浦 夢菜 [32HR]（第35回世界トランポリン競技選⼿権⼤会 出場 タンブリング種⽬⽇本代表）
７.ベリタス賞（各コース学業成績優秀者）
✧国際教養コース 野中 咲良 [33HR]
✧国際特進コース ⼩泉 瑠花 [36HR] ･ ⼭⼝ 紗和 [36HR]
８.ステラマリス賞（上位⼤会出場部活及び⽣徒）
情報処理部 五⼗川 晴菜 [17HR] ･ ⽊村 菜々⼦ [17HR] ･ ⽊村 有杏 [17HR]
濱⼝ 時瑛 [34HR] 💫STREAMチャレンジ2022 全国⼤会出場
吹奏楽部 [34HR] 💫第69回全⽇本吹奏楽コンクール 銀賞受賞
放送部 ⽯川 優実 [24HR] ･ 佐倉 陽⾹ [22HR] ･ ⽵内 菜摘 [23HR] ･ 真壁 彩花 [25HR] ･ 渡邉 真帆 [35HR]
濱⼝ 時瑛 [34HR] 💫第68回NHK杯全国⾼校放送コンテスト 創作ラジオドラマ部⾨ 制作奨励賞受賞

陸上競技部 津村 杏奈 [32HR] ･ ⾚坂 彌⽻ [34HR] ･ ⽶澤 桃花 [17HR] ･ 中村 優来 [32HR]
･ 柴⽥ 佳歩[12HR] ･ ⻘⽊ こころ [25HR]
💫第64回東海陸上競技選⼿権⼤会 ⼥⼦4×100mリレー出場
陸上競技部 津村 杏奈 [32HR] ･ ⾚坂 彌⽻ [34HR] ･ 鈴⽊ 夏莉菜 [24HR] ･ 新⾒ 琉菜 [31HR]
･ ⻘⽊ こころ [25HR] ･ ⼩⽥ ⼼花 [15HR]
💫第64回東海陸上競技選⼿権⼤会 ⼥⼦4×400mリレー出場
⾚坂 彌⽻ [34HR] 💫令和3年度 東海⾼等学校総合体育⼤会 ⼥⼦400m 出場
濱⼝ 時瑛 [34HR] 💫第64回東海陸上競技選⼿権⼤会 ⼥⼦400m 出場
杉浦 夢菜 [32HR] 💫第19回全⽇本タンブリング･ダブルミニトランポリン競技選⼿権⼤会
タンブリングの部⾨ 第2位
濱⼝ 時瑛 [34HR] 💫第35回世界トランポリン競技選⼿権⼤会 出場
濱⼝ 時瑛 [34HR] 💫第64回東海陸上競技選⼿権⼤会 男⼦⾛⾼跳 出場
池⾕ 星来 [25HR] 💫第24回東海⾼等学校新⼈陸上競技選⼿権⼤会 ⼥⼦やり投げ 出場
⽵内 菜摘 [23HR] 💫第68回NHK杯全国⾼校放送コンテスト朗読部⾨ 出場
濱⼝ 時瑛 [34HR] 💫第45回全国⾼等学校総合⽂化祭紀の国わかやま総⽂2021 朗読部⾨
審査員特別賞
浜松聖星⾼等学校 第５回⽣(共学化３期⽣)の主なあゆみ
2019(平成31)年4⽉ ⼊学（4⽉5⽇ ⼊学式）
✧学年主任：⼟井 則⼦
✧担任：[11HR] 倉島 由佳理(→内藤 紗絵) [12HR] 梅林 俊哉
[13HR] 伊藤 ⼤介 [14HR] 伏⾒ 萌
[15HR] ブラッドリー ･ ローデン [16HR] 今泉 孝夫
2019(令和元)年5⽉ 改元 平成 → 令和
遠⾜で“愛･地球博公園(モリコロパーク)”へ（5⽉9⽇）

令和元)年6⽉ ベリタスプラザ 校内各所の装飾をHRごとに担当（6⽉7⽇･8⽇）
令和元)年9⽉ 体育祭 総合1〜3位を1年⽣が独占!（9⽉27⽇）
🥇1位:13HR 🥈2位:15HR 🥉3位:14HR
2019(令和元)年11⽉ スポーツデー（11⽉8⽇）
2020(令和2)年1⽉
⼩笠⼭総合運動公園エコパにてマラソン⼤会（1⽉22⽇）
男⼦約8Km ⼥⼦約5kmのコースを完⾛
2019(
2019(

令和2)年2⽉ カトリック浜松教会にてチャペルアワー（2⽉20⽇）
令和2)年3⽉ 新型コロナウイルス感染症の⼤流⾏に伴い、
休校（3⽉3⽇〜19⽇） 家庭学習
※休校期間中の部活動停⽌
2020(令和2)年4⽉
進級
✧学年主任：⼟井 則⼦
✧担任：[21HR] 須⼭ 紘未 [22HR] 伊藤 ⼤介
[23HR] 伏⾒ 萌
[24HR] 鈴⽊ 瑶介
[25HR] ブラッドリー ･ ローデン [26HR] ⼩林 太⼠
「緊急事態宣⾔」の発令により、休校（4⽉13⽇〜5⽉7⽇）
2020(令和2)年5⽉
休校中オンライン授業時間割スタート（5⽉11⽇〜22⽇）
登校再開 （9時始業 5⽉25⽇〜6⽉8⽇）
2020(令和2)年6⽉
部活動再開（6⽉12⽇〜）
2020(令和2)年8⽉
HR教室に電⼦黒板設置
2020(令和2)年9⽉
ベリタスプラザ ⽂化部発表（9⽉24⽇）
クラスTシャツ学年別コンテスト 24HR優勝
体育祭 総合1位🥇21HR（9⽉25⽇、10⽉2⽇）
2020(令和2)年10⽉ チャペルアワー（10⽉23⽇）
2020(令和2)年11⽉ 修学旅⾏（11⽉9⽇〜12⽇）3泊4⽇の旅
広島･松⼭･⾼松へ
2020(
2020(

令和3)年4⽉
令和3)年5⽉
令和3)年6⽉
2021(令和3)年8⽉
2021(
2021(
2021(

令和3)年9⽉
令和3)年10⽉
令和3)年11⽉
2022(令和4)年3⽉
2021(
2021(
2021(

進級
遠⾜で“まかいの牧場”へ（5⽉7⽇）
ベリタスプラザ（6⽉11⽇、12⽇）
各クラス、初のホームルーム展に挑戦
「緊急事態宣⾔」の発令により、
ハイブリッド授業スタート（8⽉30⽇〜9⽉18⽇）
出席番号前半･後半で交互に分散登校
全員登校再開（9⽉21⽇〜）
四ツ池公園陸上競技場にて体育祭（10⽉2⽇）
チャペルアワー（11⽉12⽇）
スポーツデー（11⽉25⽇）
卒業（3⽉1⽇卒業式）
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