
卒業にあたって

校長　杉原　茂男

三年生の保護者の皆様には､お
子様のご卒業を心よ-お祝い申し上げますとともに､三年間にわたり本校の教育活動にご支援を賜-ましたことに感謝申し上げます｡

卒業生の皆さん卒業おめでとう｡
卒業の喜びと寂しさが交錯する中､君たちの脳裏に去来するものはどんなことでしょうか｡この三年間で､君たちは本当に様々な経験をしたと思います｡

朝早-から夜遅-まで､真夏の

炎天下も凍てつ-寒さの中でも頑張った部活動､活気あふれる市岐南デパートをはじめとした学校行事'真剣な態度で臨んだ検定試験'遠い道のりを苦労して通学したことなど､一つひとつが素晴らしい財産です｡自分を鍛えた市岐商での経験は､長い人生において大きな力となって､君たちを後押し-れます｡何事にも自信を持って果敢に挑戦してください｡一方で､必ずしも自分の思いどおりにならないことも経験した筈です｡思いどおりにならないから努力

する｡努力するから成長するのです｡これからの人生､順風満帆な時ばかりではありません｡幾多の困難が進路に立ちはだか-ます｡その困錐を乗り越えることによって夢が叶うのですが､そこには多大な努力を要します｡常に校訓｢自彊不息｣の精神を胸に'不断の努力を積み重ねてください｡
日本は今､戦後最大の危機をむか

え､今後も非常に厳しい状況が続くと予想されますが､今は夢に向かってただひたすら前のみを見つめ､多くの困難に立ち向かって-ださい｡必ず君たちの時代がやってきます｡その時､一気に大輪の花を咲かせて欲しいものです｡
卒業を祝して

2↑A会長　田中　毅

卒業生の皆さん､ご卒業おめでと

うございます｡保護者の皆様に於かれましては誠におめでとうございます｡

三年前に本校へ入学された時に
は､期待と不安の中で市岐南生として､高校生活が始ま-ました｡

あれから三年､本日卒業を迎えるまで､幾多の困難を乗-越えて来た事と思います｡

市岐南生と成ってからは､初めて

学ぶ商業科目に戸惑いもあったでしょう､部活動も大変厳しかったと思います｡

しかし､皆さんはそれら全てを
莱-越えて､卒業式を迎えました｡敬意を表します｡

三年間を振-返ると､色々な行
事や部活動も思い出が詰まっている事と思います｡

そして､市岐南とl言えば『市岐商

デパート』本年度も大成功でした｡

特に今回は､岩手県立宮古商業

と協力し東北物産展も行い生徒の皆さんが自らの手で行った東日本大震災の復興支援の市岐商デパートと成った事は誠に感謝いたします｡

本日､卒業される皆さんには色々

な分野･方面での活躍が期待されますが'東日本大震災で被災した地域の復興は日本国民が抱える大きな課題です｡いずれは直接的にも間接的にも取-組んで行かな-ては成-ません｡

そこで卒業生の皆さんには､市岐
南の三年間で学んだ事を更に広げて頂きたいと願いますLt社会に出た時に､必ず役に立ち､勇気を与えて-れると信じています｡

最後に校長先生はじめ諸先生方

に､三年間熱心にご指導い頂きました事に､心よ-感謝申し上げます｡
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ご卒業おめでとう｡心から『祝福』
したいと思います｡

三年間の高校生活を振り返り卒業
までの長い道のりを支えてくれた多-の人たちに『感謝』　の心を持って卒業して下さい｡

さて'これからの人生を力強く豊

かに生きてい-基礎は築けたとは思いますが､本当の意味での自立はこれからが勝負です｡自分で自分を律する力を持ち続けなければなりません｡そして何よりも否定的で後ろ向きに歩-ネガティブな生き方よ-もう建設的に意見を言って前向きに歩くポジティブな生き方をして欲しいと思います｡きっと視界が開け､自分の進むべき道が見えてくると思います｡

皆さんのこれからの人生が幸多か

らんことを心よ-願っています｡

卒業を迎えた今､君たちはどの

ような気持ちでいるのでしょう｡

人生は､このような日の繰-返し

だと思います｡そして､最後には人生の終わ-である死を迎えるのです｡高校生活の終わりに思うことは'人生の終わ-に思うことと似ているかもしれません｡十分に生き切った､もう少しこうすれば良かった等々､様々な気持ちがあるでしょう｡でも､自分で納得できるかどうかが大切だと思います｡卒業は､終わ-であり始まりでもあります｡今の気持ちを次につなげてください｡人生の終わ-には(おそらく)次はありません｡

君たちが､自分で納得できる幸

せな人生を送ってくれることを願います｡死ぬまで自分らしく｡

卒業の時を迎え､君たちの取り組み

に心から敬意を表します｡また'多-のお力添えを頂いた保護者の皆様に御礼とともに､心からの祝意を申し上げます｡一期一会という言葉があります｡最初の学年集会で話した言葉です｡何かの縁で偶然に出会ったのだから､良い出会いになるようにお互いに頑張ろう｡

今日が新たな出発の日です｡新天地

で新しい出会いがあります｡良い出会いになるよう､感謝の気持ちを忘れず'相手の気持ちになって考え､精一杯頑張ろう｡

最後に'昨年の三月十一日を目の当た

りにLt平凡の非凡さを実感しました｡我々は'今できることを前向きに'積極的に挑戦する勇気が必要です｡君たちのこれからの活躍を期待しています｡

卒業　おめでとうございます｡

お祝いの言葉として､ひとつの詩を贈ります｡何かをしたときその結果本当の答えは､あとになってみないとわからない｡すぐに結果に結びつかなくつてもすぐに答えが出なくつてもやってきたことは､おひさまにあたったり激しい雨にあたったりしてゆっくりとゆっくりと静かに育っていく
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3年A組副担任　安藤　玉緒昨年来目したブータンのワンチエ

ク国王は'東日本大震災で被災した福島県相馬市の小学校を訪れ｢竜は私たちみんなの心の中に居て､『経験』を食べて成長します｡だから､私たちは日増しに強-なるのです｡｣と励ましました｡

卒業生の皆さんも､どうか自分

の中の『竜』　を大切に､大き-素晴らし-育てて-ださい｡

3年B組副担任　岡田　秀之卒業おめでとう｡出る杭は打た

れる｡しかし､出過ぎた杭は打ちに-い｡他人と違うことは目立ちますが短所ではな-､他人に真似が出来ない長所の原石なのです｡失敗をして､角をぶつけて､丸-して輝-宝石にして-ださい｡た-さん失敗をして､多-のことを学ばないと､味のある人間性なんてあ-ません｡

3年C組副担任　原　　裕子
ご卒業おめでとうございます｡

SEAMOの歌の1節に､｢負けたら終わりじゃなくてやめたら終わりなんだよねどんな夢でもかなえる魔法それは続けること｣とあ-ました｡

あきらめることなく努力を続け'

それぞれの夢を一つ一つ現実のものとしていってください｡

ご活躍を楽しみにしています｡

3年D組副担任　秋田　和哉
高校を卒業して二十五年｡あっという間です｡甲子園を目指して毎

日必死に白球を追いかけていた高校時代｡
そして､今もその夢を生徒と共に必死に

追いかけている｡不思議です｡当時の私には'今の姿など想像もしていなかった｡

皆さん'十年後の自分が想像できますか｡健康で幸せな人生を｡
何事も負けるな｡頑張れ｡
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ご卒業おめでとうございます｡市岐南で培った意地と誇りを持って頑張ってください｡

クNeverglVeup〃
健闘を祈る

ご卒業おめでとうございます｡夢の実現に向けて一歩ずつ着実に-･

何事にも前向きに取-組む皆さんの今後のご活躍をお祈りします｡

市岐南卒業おめでとう｡卒業は終わりではなく'はじまりである｡I,≡:;.If.　i..I.....卒業おめでとうございます｡ク努力に勝る天才なし″ご活躍を!

これからの人生が希望と笑顔に包まれますように｡卒業おめでとう｡卒業おめでとう｡皆の前途に大輪の花が開-ことを心より祈ります｡

｢成功による失敗｣　を常に考え努
力せよ｡努力に勝る才能はなし!

自分で選んだ路を達し-切り拓かれることを応援しています｡

君の道を進め､人には勝手なことを言わせておけ｡

祝賀係桐順利早並,祝福係爪牙始新的里程,祝原体侶越乗越好｡

人にやさしく'自分に厳しく｡

卒業おめでとう｡思いやりの心を大きく育てていって下さい｡

心の成長を望む｡

祝賀大家高中学並｡在我心中係m是最伏秀的｡祝係桐前程似錦｡

ご卒業おめでとうございます｡器の大きい大人になって下さい｡

母校を大切に!市岐南デパートで会いましょう｡

｢感謝｣の気持ちを大切にして-ださい｡健闘を祈っています｡

卒業おめでとうございます｡長い人生｢七転び八起き｣の精神で頑張って下さい｡
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今､この瞬間を大切に｡みなさんの活躍を期待しています｡

卒業おめでとう｡いつでも笑顔を忘れずに､楽しい人生を=‥

卒業おめでとう｡常に目標を持って生活しょう｡

いつまでも健康健やかに｡

卒業おめでとう｡これから素敵な出会いがたくさんありますように｡

今しかできないことがある｡それを見つけて'今やろう｡

人間､生きてさえいれば､失敗しても必ずやり直せます｡

卒業おめでとうございます｡輝かしい未来を切り開いてください｡

高校まではう実は小さな社会｡これからが人生の本番です｡

ク卒業おめでとう〟人生の節目を大
切に'飛躍を期待しています｡

卒業おめでとう=輝かしい青春と未来がみんなを待っていますよ=

卒業の　言葉さがして　顔浮かぶご卒業おめでとうございます｡

人生これからだは｡チャンスを掴んで立派になって下さい!

卒業おめでとう=‥東日本大震災､母校愛､杵を忘れずに｡ガンバレ

社会とは'人と人との繋がりである｡これからの出会いを大切に｡

Nevergiveupyourdreams!

へばってからが本当の稽古｡迷ったときには基本に返る｡

卒業を新しい出発点とし心豊かでたくましい人間になって下さい｡

市岐商で学んだことを活かして､社会人として頑張って-ださい｡
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ー就職状況

今年度の就職希望者は'7月当初は

58人(公務員を含む)で全体の36%でした｡その後'さらに3名が進学希望から就職希望に変更し'61名になりました｡1次募集で受験したのが55人(5人は進学へ変更し'1人は自営)'うち内定したのは40人で約73%で昨年の84%と比べ'今年は公務員を含んで厳しいと実感しました｡その後8人が進学に変更し'4人が2次募集等で内定をもらいほぼ全員が進路実現できました｡

本校に送られてきた求人票の件数は､

306件で'昨年より60件増加しまし2進学状況

今年度は､一般推薦で京都産業大学
経営学部'有資格者推薦という枠で神奈川大学経営学部に合格しました｡多-は指定校推薦制度により順調に決まっていきました｡それと'昨年からAO入試での合格がよりしやすくなってきました｡今年も国公立の短大に3人受験し3人とも合格しました｡国公立の四大を希望したものはいませんでした｡来年度こそは生徒の進学意識を高揚させつつ'しっか-とした能力を身につけさせ､多-の生徒がより高いレベルの学校へ進められるように対応していきたいと考えています｡

全体としては､進路に対する意識が

たが'これは県外の1つ企業が支店ごとに求人票を45枚ほど送られてきたということと'同じ企業が職種の違う求人票を送付してきたものであり､昨年とあまり変わっていない､というよりも'指定求人が減少していることと'女子の事務の求人が年々減少しています｡来年度も指定求人'女子の事務職の求人が少ないことが予想され苦慮しています｡
今回の就職試験結果で面接では就職

先に絶対に入社したいという自己アピールと筆記試験が不十分であり'基礎知識を更に走着させることを目標に就職指導をしていこうと考えています｡やや低いのではないかと思います｡履歴書､願書などの書き方が下書きをしてから清書に入るのではな-､いきなり書いてしまい失敗するとか'内容が本当に進路先に入りたいのかと疑いたくなるような､他人(担任-)任せのやりと-の場面があったり'担任が何とかして-れると勘違いしている'必要書類の申込み､提出が期間ぎ-ぎりであったりなど受験以前の問題が例年にな-多かったように思います｡

来年は進路に対する意識を今年以
上に徹底･指導していかなければならないということを実感した年でした｡

内定企業一覧
企業名 �&ｨ���女子 俘xﾇb�

十六ビジネスサービス㈱ ��1 ���

濃飛倉庫運輸㈱ ��1 ���

岐阜商工信用組合 ��1 ���

イビデン電子工業株式会社 ��1 ���

中部電力㈱ ��� ���

サンラリー㈱ ���1 �"�

∃ツハシ㈱ ��1 ���

株式会社APOLLON ��1 ���

㈱あさひ ��1 ���

大丸クラフィックス㈱ ��1 ���

株式会社アイエー岐阜支社 ��1 ���

株式会社アサヒリンク ��1 ���

株式会社イ-.工ム.エー ��1 ���

-株式会社サンマートサ力イ ��1 ���

｣R東海㈱ 釘� 釘�

株式会社ハビックス ��1 ���

株式会社パロマ ��1 ���

㈱ハ-ズ ��2 �"�

株式会社ロマンティア ��1 ���

カルビー株式会社各務原工場 ��� ���

共立ビジネスサービス株式会社 ��1 ���

三甲株式会社 �2� �2�

敷島産業株式会社 ��1 ���

卜-シンリゾート株式会社 ��1 ���

内藤建設株式会社 ��1 ���

丸栄石油㈱ ��� ���

㈱ヤマダ電機 ��1 ���

㈱ギフ加藤製作所 �"� �"�

イビデン㈱ �"� �"�

岐阜車体工業㈱ ��� ���

日本耐酸堰工業株式会社 ��� ���

丸伍軸受株式会社 ��1 ���

∃シヅヤストアー ��� ���

レイフィールド株式会社 ��1 ���

名阪近鉄パス㈱ ��1 ���

山田組(自営) ��1 ���
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進学先.:二三二:-: �&ｨ���女子 俘xﾇb�

エコール辻大阪専門学校 ��� ���

HAL名古屋 ��� ���

愛知調理専門学校 ��1 ���

あいちビジネス専門学校 ��1 ���

キクチ眼鏡専門学校 ��1 ���

中部美容専門学校 ���1 �"�

中和医療専門学校 ��� ���

東京法律専門学校 ��� ���

名古屋医専 ��1 ���

名古屋医療秘書福祉専門学校 ��3 �2�

名古屋観光専門学校 ��1 ���

名古屋デザイナー学院 ��2 �"�

名古屋ビジュアルア-ツ ��1 ���

名古屋美容専門学校 ��1 ���

専門学校トライデント ��2 �"�

大原簿記情報医療専門学校 ��� ���

岐阜県立衛生専門学校 ��� ���

岐阜調理専門学校 ��� ���

東京lT会計専門学校名古屋校 �"�1 �2�

名古屋ユマニテク歯科製菓専門学校 ��1 ���

大原法律公務員専門学校 ��� ���

中日本航空専門学校 ��� ���

朝日大学歯科衛生士専門学校 ��3 �2�

平成医療専門学校 �"� �"�
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求人状況(求人件数)の推移
H18 買���H20 買#��H22 買#2�

県内 �#モ�264 �#�R�139 ���r�119 

県外 �#���369 �3C��250 ��3��187 

･一三1● 冦X榑�545 �:Cヲ�tE≧(● �3�b�

平成23年度の就職状況
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合格学校一覧
進学先 噸ﾒ�女子 俘xﾇb�

神奈川大学 ��� ���

国際武道大学 ��� ���

東洋大学 ��� ���

東京女子体育大学 ��1 ���

京都産業大学 ��� ���

甲南女子大学 ��1 ���

南山大学 ��� ���

愛知淑徳大学 ��1 ���

愛知学院大学 釘� 釘�

愛知大学 �2� �2�

中京大学 ��� ���

名城大学 湯� 湯�

愛知工業大学 ��� ���

椙山女学園大学 ��1 ���
･名古屋文理大学 ���1 �"�

;名古屋学院大学 �2� �2�

≡東海学園大学 ���1 �"�

;塁城大学 ��� ���

!大同大学 ��2 �"�

:朝日大学 途�1 唐�

5l ���t6 

岐阜経済大学 蔦�鉗鈔� ���

中部学院大学 �"� �"�

東海学院大学 ��3 �2�

上海外国語大学 ��1 ���

&かB,#/-;:I 冦izb����燕まき 佗�ﾄh薰ﾒ��

岐阜市立女子短期大学 ��3 �2�

名古屋経済大学短期大学部 ��1 ���

愛知文教女子短期大学 ��1 ���

修文大学短期大学部 ��2 �"�

岐阜聖徳学園大学短大部 ��4 釘�

中部学院大学短期大学部 �8�����r�

岐阜保健短期大学 ��~2 �"�

平成医療短期大学 ���1 �"�
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1年学年会

｢修学旅行を終えて心に残ったこと｣

2年A組　玉津朔太郎

沖縄研修で深-心に残ったのが

｢沖縄戦｣　でした｡その中でも､上
原当美子先生の｢ひめゆ-学徒隊｣の講話や､平和記念資料館･ひめゆ-の塔での日を塞ぎた-なるような残酷な写真を見て､極めて悲惨なことを人間同士で行っていたという事実を知-､とても胸が痛-な-ました｡上原先生は'沖縄戦で自分に起こったことを真剣に語って-ださいました｡そのとき､沖縄戦で実際に起こったことを多-の人に請-､先にも語-継がれ'戦争の怖さ､命の尊さ､今の世界が平和であるありがたさを知って欲しいという想いが伝わ-ました｡平和であること､戦争の怖さを知-'二度と同じ過ちを繰-返してはいけないという

｢沖縄研修を通して｣

2年D組　杉山舞子

那覇空港に到着すると､十二月

なのに暖か-｢沖縄に来た｣と実感しました｡初日の夜に上原当美子先生の講話があ-､想像するだけで涙が止ま-ませんでした｡お礼の花束を渡したとき､｢また沖縄に来てね｣という優しい言葉をかけていただき､とても嬉し-恩いました｡翌日の糸数壕では､懐中電灯をつけても周囲が見えにくく､実際にこの場所で生活していたのかと思うと'戦時中どれだけ大変だったかを痛感ました｡また'班別研修やクラスの集団行動などを通じて友人との仲も深ま-､広-信頼関係も築くこともできました｡楽しさの中

気持ちを持つことが大切だと思います｡

にも学ぶことがあり､充実した4日間でした｡

中国研修旅行を終えで

2年B組　安井香瑠

私達は'不安と期待を胸に､初め

ての中国へ旅立ちました｡事前学習はしていましたが､実際に中国についてみると､環境や文化･習慣の違いに戸惑いました｡
この研修旅行では多-の名所を

見学しましたが､それよ-も一番心に残っているのは'杭州市旅遊職業学校の子との交流です｡この日のために中国語を学びました｡そして､学んだ言葉を一生懸命伝えました｡けれど思ったようには伝わらないし､うま-中国語を聞き取れず言葉の壁を感じました｡たった一日でしたが､私にとって大きな刺激とな-ました｡

長いようで短い五日間でした｡学

んだことや経験は､視野を広げる機会とな-ました｡中国人との交

二年生に向けて

1年学年主任　今井　哲

早いもので､お子様が入学してか

らすでに一年が経とうとしています｡四月に学年会で掲げた学年目標の｢文武両道｣　のもと､普段の授業や
早朝から放課後遅くまでの部活動で､お子様が目標達成のために充実した一年間を過ごしてきたことだと思います｡まもなく二年生にな-ます｡部活動や学校行事で活動の中心となって活躍する学年です｡また､自己の進路について具体的に方向を決めるためにも､ご家庭で話し合う機会を持っていただければと思います｡

5

2年学年会

ついても､恐れず
一歩を踏み出し

てしまえば新しい世界が見えてくると感じました｡これからもこの経験を生かし'興味を持ったことに挑戦していこうと思います｡

いよいよ三年生

2年学年主任　村瀬智泰

3年生は､進路を決定する年で
す｡新卒者の就職状況は､とても厳しいです｡このような状況でも必要とされ､活躍できる社会人になるために､魅力ある人間性を身につけていますか｡今一度､必要なことは何か､志を高-持ち'目標に向かってやるべきことができているか考えてください｡迷ったり､つまずいた人がいるのであれば､基本にかえり､もう一度前に進んでいきましょう｡

｢まあいい蚊｣に刺されないように｡



【第1 7回全国都道府県対抗男子駅伝ヨ

中藤友裕(3A) (岐阜県チーム代表)

(1/22 :広島県平和祈念公園発着コース)

【第35回全国高等学校ハンドボール選抜大会】

(3/25-30 :花巻市総合体育館他)

【第40回東海高等学校ハンドボール選手権大会】

第3位
(2/4-5 :岐阜メモリアルセンターで愛･ふれ愛ドーム)
*全国高等学校ハンドボール選抜大会出場権獲得

【岐阜県選抜ハンドボール選手権大会】

(1/22 :岐阜メモリアルセンター)

【岐阜県高等学校新人大会】

第2位
(12/25 :岐阜メモリアルセンター)
*東海高等学校ハンドボール選手権大会出場権獲得

【岐阜県高等学校新人大会】

女子団体第3位
(1 1/23 :下呂交流会館)

<産業教育関係表彰>

○産業教育振興中央会

専門高等学校等優良卒業生
3年D組　吉田　健吾

○全国商業高等学校協会
卒業生成績優良者
3年A組　木場　雄大

○岐阜県産業教育振興会

専門高等学校等優良卒業生
3年A組　小島　潤也

3年B組　伊藤　彩加

3年D組　宮崎　期也

○岐阜県産業教育振興会

商業教育部会　優良卒業生
3年A組　小藤　友裕

3年C組　池田　有帆

3年D組　北村　朋希

○岐阜県商業教育研究会

優良卒業者
3年A組　中山　　賢

○岐阜商工会議所　会頭賞
3年A姐　箕浦　拓也

3年B組　上野　元気

3年C観　池田　英里

3年D組　中野　禎也

<学校表彰>
○功労賞
3年D組　林　　知美

3年D租　藤吉美由紀

(生徒会執行役員4期)
3年D観　山口裏由子

(市岐南デパート社長)

○奨励賞
3年A組　小島　潤也

(経済産業省主催情報処理
技術者試験の基本情報及び
ITパスポートに合格)

3年D組　宮崎　朔也

(全面協会主催の検定試験に
9種目合格)

<部活動振興会会長賞>
陸上競技部

3年A組　渡連　知将

(H23全国総体出場(砲丸投･円盤投) )

3年A組　小藤　友裕

(H23全国稔体出場(1500m､

3000m障害) )

ハンドボール部

3年C組　石原　隆雄

(H22･21全国選抜出場､

H22全国総体､ H22国体出場)

3年C組　永田　　遼

3年A租　傍島　圭祐

3年A組　小酒井勝也
3年C組　村瀬　正彦

3年D組　北村　朋希

(H22全国選抜出場(震災に
より大会中止))

簿記部
3年A組　岡本　未来

3年D組　臼井　祐任

(H22全国簿記コンクール出場)

<全国商業高等学校協会>
9種目1級合格者

3年D観　官時　期也

8種目1級合格者
3年A組　小島　潤也

7種目1級合格者
3年D観　山口臭由子

6種目1級合格者
3年A組　中村　嘉貴

3年A組　中山　　賢

3年A組　横井勇維斗
3年D組　西山　鈴奈

3年D組　丸　　凌太

3年D姐　宮部　史香

5種目1級合格者
3年A組　岡本　未来

3年A組　曽我　卓也

3年B組　小川　文菜

3年D組　臼井　祐佳

3年D租　篠田　汐里

3年D組　中野　禎也

3年D組　林　　知美

4種目1級合格者
3年A組　高橋　規資

3年A組　伏谷　憲治

3年B組　上野　元気

3年B組　EB中梨妙子

3年B組　豊吉　　新

3年D組　井川　知世

3年D組　久保　綾香
3年D組　菅沼　　悠

3年D組　高田　美怜

3年D組　高橋　麗華

3年D組　藤吉美由紀

3年D組　毛利　夏生

3年D組　吉田　健吾

3種目1級合格者
3年A組　大崎　裕季

3年A組　木場　雄大
3年A組　箕浦　拓也

3年A組　森　　久晃

3年B組　加藤なつみ
3年B組　北川　美奈

3年B組　京江きらら

3年B組　佐藤　彩乃

3年B組　高井　萌理

3年B組　福井　亜美

3年C組　北川智奈津
3年C組　中坪　由麻

3年D組　浅野　有美

3年D姐　大野　美穂

3年D組　岡本　　穣

3年D組　亀川　美和

3年D組　北村　朋希

3年D組　栗山　粕哉
3年D組　鷲見任那子
3年D組　立田　　愛

3年D組　仲宗根裕美
3年D組　南里　史華

3年D姐　堀田　果穂

3年D組　丸岡　　翼

3年D組　和田　結以
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< 3カ年皆勤賞>

3年A組　角本　貴輝

3年A租　木場　雄大
3年A姐　小島　-将

3年A粗　小島　潤也

3年A組　佐野　悠太
3年A組　高橋　規資

3年A粗　中村　嘉貴

3年A組　中山　　賢

3年A組　藤井　聖也

3年A組　藤垣　太輔

3年A組　伏谷　意治
3年A組　増田　雄太

3年A組　松野　裕生

3年A組　森　　久晃

3年A粗　森崎　賢哉

3年B組　伊藤　磨諭
3年B組　岡田　悠菜

3年B組　小栗　有責

3年B組　佐藤　彩乃

3年B組　鷲見　大貴

3年B組　田中　　亮

3年B組　古橋　由唯

3年C組　池田　英里

3年C租　池田　有帆

3年C租　石原　隆雄

3年C組　市橋　里奈

3年C組　大井　朋香

3年C租　渋谷　備史

3年C租　坪井すみか

3年C租　永田　　遼

3年C組　溝口　和臣

3年D組　岩田菜美穂
3年D組　岡本　　穣

3年D組　北村　朋希

3年D組　菅沼　　悠

3年D組　鷲見任那子
3年D組　浜野　雄大

3年D組　丸　　凌太

3年D組　吉田　健吾

<英単語コンクール優秀賞>
3年生の部

也裕太賢也潤友凌　拓島藤　山浦小小丸中箕組組組組組A A D A A年年年年年3　3　3　3　3

2年生の部
2年D組
2年D組
2年D租
2年D組
2年D組

1年生の部
1年C組

1年D組
1年A租
1年A姐

1年D組

宮川　貴斗

向井　美羽

平光美代子
小嶋　智美

杉山　舞子

加藤　克哉

清水　里奈
田上　幹也

河田　将宏
青木　里穂

<漢字コンクール優秀賞>
3年生の部

3年A組
3年A組

3年A組
3年D組
3年B組

也貿裕吾理潤　友健萌鳥山藤田井小中小吉高

2年生の部

2年D組　奥住　枝里
2年B組　山田　彩加

2年D組　小嶋　智美

2年D租　平光美代子
2年D組　杉山　舞子

1年生の部

哉也美子綾荊宏克幹潮尚　朱将藤上口脇戸尾田加田出大池長河組組組組組組姐C A C B D D A年年年年年年年1 1 1 1 1 1 1


