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卒業にあたって

校長　杉原　茂男

l二年生の保護者の皆様には'お子様のご卒業を心よりお祝い申し上げますとともに､三年間にわた-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｡

私は卒業生の皆さんと同時に本
校に赴任してきましたので'同じ時間を一緒に駆けてきたという万感の思いがあります｡

振-返ってみると､君たちは本

当に様々な経験をしています｡自分の心に負けまいと歯を食いしばって頑張った部活動､エネルギッシュに取-組んだ市岐南デパートをはじめとする学校行事'仲間とともに取り組んだ検定試験など'一つ一つが素晴らしい財産です｡必ず
しも自分の思い通-にならないこともた-さんあると知ったことも貴重な財産です｡市岐商で味わった感動'感激､市岐南で流した悔し涙｡これらすべての経験が､十年後､二十年後になっても､皆さんの心の中で'生き続け'その時々の人生を力強く支えてくれるはず

です｡何事にも自信を持って挑戦してください｡

さらに'君たちは高校生活を通

して｢人との出会い｣という貴重な財産も得ました｡市岐商という共通の学舎において築かれた人と人の杵は間違いなく皆さんのかけがえのない宝物です｡級友'先輩､後輩を生涯にわたり大切にしてくださいoまた､我々教師1同も'決して皆さんを忘れません｡辛いとき､寂しくなったときいつでも思い出してください｡

日本は今'先行き不透明で混沌

とした状況ですが'皆さんには､心の温もりを大切にして､世の中から必要とされる人間になってほしいと心から願っています｡
卒業のよろこび

p↑A会長　田中　毅

この度､本校を卒業される皆さ
んには'心からお祝い申し上げますと共に保護者の皆様に於かれましては本校の教育方針に従いご協力頂き深く感謝申し上げます｡

三年前に入学された時は'初々

し-見えましたが､今となっては蓮しく成-ました｡
この三年の間には､日本を揺る

がす東日本大震災があ-ました｡心の動揺や不安の中で'学校生活を送った時期も有ったと思います｡しかし'皆さんは常に前を向いて自分の目標に向かって進んできた三年間だったと思います｡

伝統的な行事であ-ます'｢市

岐商デパート｣も昨年'今年と復興支援を生徒の手で行え､大成功を収めました｡

部活動では､ぎふ清流国体にお

いてハンドボール少年男子が岐阜選抜のメンバーとして全国制覇を筆頭に活躍してくれました｡市岐南の誇りです｡

卒業生の皆さんは胸を張って仲

間の偉業を称えて-ださい｡惜し-も全国大会に出場出来な-高校生活を終えた人は'この先々にまだ活躍する場が待っています｡市岐南で学んで培った商業実践と知識それを元にすぐに社会に出て生かしていく人｡さらに学びを深めるために進学する人｡

あなた達には､市岐南の三年間

で得たものは今後の人生の貴重な礎と成ることを期待しています｡

最後に､十八年間深い愛情を持っ

て立派に育てて頂いた保護者の皆様には御礼とお喜び申し上げます｡

校長先生ならびに諸先生方'

本年も立派な卒業生を送-出して頂きまして深-感謝申し上げます｡
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3年A組担任

村瀬　友泰

i. 3年B組担任＼　小職　周子

3年∪組担任

美濃島　広幸

3年D組担任

有賀　竜也

_._ll

ご卒業おめでとうございます｡｢こ

の学校で良かった､このクラスで良かった｡｣と感じていますか｡三年間の社会に出るための準備期間が終わり､いよいよ飛び立つ時が来ました｡現在の厳しい社会のなかでも必要とされ､活躍できる社会人になるために'人間力を高め'魅力ある人間性を身につけることができたでしょうか｡社会人になるにあたってもう一度考えてほしいと思います｡思いもよらない事件が頻繁に起きている今日にあって'人として何を思い'どのように行動しなければならないのか'しっかりした考えをもち､市岐商で培った物をエネルギーにして､それぞれの社会で活躍されることを期待します｡

最後に'私たちの帰れる場所､われ

らの学び舎とわに燦たり｡

とうとう市岐南を卒業する日が来

てしまいましたね｡この三年間'皆さんの笑顔と優しさに支えられて来たことを今さらながらに感じています｡
｢今｣｡

私達は'今を生きています｡楽しい

と感じた-､嬉しいと感じたりするのも全て｢今｣ですo見通しを立てて生活することは大切ですが､先のことばかり心配して今何も行動していないようならうその先にある未来に良いことはありません｡｢未来｣は｢今｣を積み重ねた先にあるものです｡つま-'｢今｣の質を高めていけば､それを積み重ねた｢未来｣の質も高いものになりますo

今この瞬間を大切に｡

野に咲-花のように

風に吹かれて

野に咲-花のように

人を爽やかにして

野に咲-花のように

両にうたれて

野に咲く花のように

人を和やかにして

そんな風にぽ-達も

生きてゆけたらすばらしい

時にはつらい人生も

雨のちくもりでまた晴れる

そんな時こそ野の花の

けなげな心を知るのです
～野に咲く花のように～よ-

卒業おめでとう

′/Ll
卒業おめでとう｡3年間君たちに'様々な高さのハー

ドルを課してきました｡それらのハードルをとび越えようと必死に努力していたみんなの姿にたくさんの元気と喜びをもらいました｡｢あ-がとう｡｣

さあ､新しい未来の始まりです｡こ

れまでに経験したことのない､高いハードルがみんなの前に現れると思います｡そんな時は'高いハードルほどくぐりやすいと考える｡ハードルの向こう側へ行くためには､とび超えるだけではなくたくさんの方法があります｡

失敗してもかまわない､笑われても

かまうことはない｡どんなことも吹き飛ばす明るさと'元気で突っ走れ｡未

がんば

来は君たちの手の中にある｡顔晴れ｡

3年A組副担任　槻槻　良二卒業おめでとうございます｡高校生括までは'保護者に守られ'

学校に守られた生活でしたが､これからは､自分の時間も十分にあると思いますが､その全ての責任を自分で追っていかなくてはいけない生活へと変わ-ます｡

物事を慎重に考え'自分のできるこ

とを精一杯やって､悔いの残らない人生を過ごしてください｡

3年B組副担任　河田　智子これから人生､実に様々なことが
起こるでしょう0しかし人に起こることというのは､1見嫌なことのように思えても､必ずその人にとってベストなこと｡ある出来事が起きたときに､それをプラスにするかマイナスにするかは､すべてその人の考え方次第です｡

卒業おめでとう｡みなさんのご活躍

を祈っていますo

3年∪組副担任　鈴木　昇卒業は節目ですが決してゴールで

はあ-ません｡

君たちの前に続く道は'決して平坦

な道のりではないでしょう｡

激しい嵐や､凍-つく寒さを経験す

るかもしれません｡

しかし'辛苦を恐れず'真直ぐ前を

見つめ'遥か遠くにあるゴールを目指して歩いてください｡

卒業おめでとうございます｡

3年D組副担任　石川　聖子卒業おめでとう｡旅立つ皆さんにこ

の詩を贈ります｡どんなに悩んでも前に進む強さを持ち続けてください｡
どんなことにもくじけずどんなことにも負けずどんなことにも落ち込まず明るく前へ　元気に前へ夢見て前へ　幸せを目指してあなた　がんばれ

(自分さがし　須永博士)
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柑現員tl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-ださいo
蘭.i..‥症宵鳳甘. ｡

人生はマラソン｡百メートルで一等をもらったってしょうがないo

同∵

卒業おめでとう｡なるべ-多-のものを大切にしてください｡｢甘什卜陣風千｡‥ご卒業おめでとうございますo　更なる飛躍をお祈りします｡
Lt庭仙性.*:宜.I

新しい社会に出たら石の上にも三年です｡三年後は初心に返れ-
[滅刊I官財到｢.~

人生つらい時､楽しい時は半分ずつo　それがいつくるかわからないoご卒業おめでとうございます｡輝かしいご活躍を期待しています｡
｢仙伸"南極_ ,JyA57円日r.

夢はありますか｡日]標は何ですか.未来に向かって､確かな一歩を=
｢甘=TSTrH.p*.1*iJ昌.雷､

井伏鱒二ではありませんが　｢さよならだけが人生だ｣お元気で｡
[漸層

人生まだまだ序盤｡自己の可能性を信じて'前向きに生きて下さい｡

元勲と叫･.i":息｢それぞれの進路での皆さんのご暗躍を楽しみにしています｡義.柄r. {息十.‥
ご卒業おめでとうございますo多-の良き出会いがありますよう｡

iJ.lA伽胡　†轡,恩｢
卒業生のみなさんの将来が､輝-夢と幸せで一杯でありますように0

回凹宜耳';i.a.: "
卒業おめでとう｡志を持って未来を切り開いて下さい｡精旧旧悶旧旧樹随rJl≠母校は大切!特別な存在-

対州｣蘭牌恩｢卒業おめでとう｡微笑んで生きられる人生を歩んでほしいです｡

息仁他T ,:鳳｢.".

｢勝つことよりも負けない人生｣感謝の気持ちを忘れずに!

㈲届H㈲*.rJ=..

出会い1出逢いに-最高の出逢いになった｡今後もそうであれ=
麻.≠∵*,.骨十日目.

市岐商で学んだことを活かし､人生を張歌して-ださい｡蘭日管い｢わがままは通用しない｣これからは自分に厳し-生活して-ださい｡

軒≠∴.≠聞1取掛｢
命を大切に｡出会いを大切に｡そして人を大切に｡強く生きろ｡

示価.T…首鳩Jr,_
卒業おめでとう0　自分に負けるな｡｢人生気合いとタイミング｣

｢蘭.A.日碇麻号....../ご卒業おめでとうございます｡"努力に勝る天才なし.頑張ろう｡
"前を見る'前へ進む"辛-苦しいと

きこそ心がけよ｡
肯困1..偲iH副.dIT."/..

人生｢感謝｣　の気持ちを持って｢笑顔｣で過ごしていって下さい｡
｢.iZ叫..i刊恩∵

ご卒業おめでとうございます｡夢に向かってはばたいてください｡
Ji小gT__血脈庵憧!TJ

人生は何度失敗してもやり直せます｡健康に気をつけ'頑張れー高畠¶社会とは､人と人との繋がりです｡人との出会いを大切にo感謝｡
寓州.…≠華甘∴

市岐南生としての誇りを胸に'自らの道を進んで-ださい｡日収僧_しけ偏尽日㍉過去は変えられませんが未来は今の自分で変えられます｡ファイト=
Lg.性.:日融価jT" ,:恩･eT[,

笑顔をたやきず'人を大切に｡皆の進む道が幸せで溢れます棟に｡

[風iHHH.:*.引.1息㌧.
千里の道も一歩から'菅の未来に大輪の花が咲くことを祈ります｡

｢封…..i.野中臥12.I
底同学爪盤鎮努カー辻毎天的心情都快床｡相信体ml走会夢想成真｡

;目早..寓矧.Tri乱.427.....
元治体爪学刃述是工作要珍惜吋阿I

Tt2住吋何就是生命｡祝休爪好逼｡帯邑■暮ー垂常に笑顔とやさしさをたやさず､大地のように力強く生きて下さい｡
[:思十日目困.将官*:,.HHI.

いつまでも健康健やかに｡L㈲巨他世､息./I.
卒業おめでとうございます｡輝-未来へ胸を張って進んで-ださい｡

亙_冊rH胤サ甘町卦､
卒業おめでとう｡次の路にも'良き出会いがあることを祈ってます｡

[側凹洲麿骨日日いかなる数社辛苦ありといえども､高-矢駆けよ0
両叫1両叫矧J恩..I ::Lr

人生があなたや君に何を求めているか'それに応えるよう進もう!
｢叫≠H..刺.凧:息l･..

人生を楽しんで下さい｡人の生き方はそれぞれ｡
｢㍍旬刊宵州叫Y:(.恩叩=

夢にむかってすすめ｡世界は君の手にあると分かれば限界は無い｡
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-就職状況
今年度の就職希望者は49人であ

り'全体の31%でした｡1次募集での受験者が49人のうち内定者は31人で約63%であり'23年度の79%と比較して減少しました｡その後'公務員希望者も含め､7人が進学へ変更しました｡12月中旬には就職希望者S3人すべてが内定し､内定率100%となりました0

本校に対する求人票の件数は3

89件で前年度と比較して83件増加しました｡求人倍数は9.3倍でしたが'事務職及び販売職の求人2進学状況
今年度はスポーツ推薦で関西

学院大学経済学部､日本体育大学体育学部'一般推薦で岐阜市立看護専門学校看護学科､AO入試で朝日大学歯学部に合格しました｡多くは指定校推薦制度により順調に進学先を決めることができましたo

このように本校の生徒はほほ推
薦で入学します｡しかし､学力が問われることが非常に多いのが現状です｡特に小論文が重要であり'何

が少な-､生徒の希望と異なるため苦慮しましたo特に今年度も女子の求人が減少していますo来年度もこの傾向は続-ことが予想されます｡今から対策をたてていかな-てはなりません｡
就職試験では'とにか-元気が

あることをアピールしなければなりません｡また'基礎的な学力は必ず問われますので'日ごろの学習の積み重ねが本当に重要になってきます｡

内定企業一覧
企業名 �&ｨ���女子 1 俘xﾇb���

1 ���

1 ���

1 ��1 

1 ��1 

3 ���4 

3 ��3 

1 ��1 

1 ���

株式会社パロマ ��2 �"�

政式会社ハース ��2 �"�

三甲格式舎利: ��� ���

1 ���

I ���

lNK-ST】CK ��I ���

I ���

1 ���

加藤歯科医院 ��ー ���

I ���

後藤木材株式会社 ��2 �"�

1 ���

I ���

ニチイ学館 ��1 ���

岐阜車体株式会社 ��� ���

大清様式会朝: ��� ���

丸栄石油 ��� ���

1 ��1 

1 ��1 

株式会社エフピコ ��� ���

1 ���

1 ���

1 ��1 

自衛官 ��� ���

羽島消防 ��ｲ� ���

合軒 �?X�ﾒ�7= 鼎"�

度も練習しなければなりません｡また'面接ではいかに自分を表に出せるかが勝負となってきます｡どちらも簡単ではあ-ません｡

本当に自分のやりたいことを

見つけることが今やらなければならないことだと思います｡ご家庭での会話は非常に重要となってきますので'よろし-お願いいたします｡

合格学校一覧

1 ���1 1 

1 ��1 

京都建築大学校 ��� ���

1 ���

2 ���3 

I ���2 

1 ���

I ��1 

1 ���

1 ���

1 ���

1 ���2 

I ���

名古屋モード学園 ��2 �"�

1 ���

1 ��1 

2 �"�

HALL名古屋 ��� ���

ー ���

3 �2�

13 �#��42 

求人状況(求人件数)の推移

聯瀧 侈r�ﾝ��内 女 侈r�饕�外 女 ��男 �偖ﾂ���

専門.事務職 ��ll �� ��0 免ﾂ�

営業.販売職 �"�2 �� ��2 �"�

サービス職 ���2 釘� ��5 �"�

技能職 ����5 ��2 ��10 途�

その他 �"� ��I ��2 ���

■一類棄 倅��"�･.;,:dJさ- �2� 犯R�5一く 

-4-

餓鍔学先 愛知大学 �&ｨ�����女子 1 俘xﾇb�"�

愛知学院大学 澱�1 途�

朝日大学 湯�1 ����

大阪経済大学 ��� ���

関西学院大学 ��� ���

岐阜経済大学 途� 途�

1 ��1 

金城学院大学 ��I ���

国際武道大学 �"� �"�

上海大学 ��� ���

星城大学 ��� ���

中部学院大学 ��� ���

中京大学 �2� �2�

名古屋商科大学 釘� 釘�

名古屋女子大学 ��1 ���

名古屋文理大学 ��2 �"�

南山大学 ��� ���

日本体育大学 ��� ���

名城大学 釘�1 迭�

四大合計 鼎B�8 鉄"�

1 ���

2 �"�

3 �2�

1 澱�7 

岐阜保健短期大学 ��2 �"�

1 ��1 

名古屋文理短期大学 ��1 ���

平成医療タ夏期大学 �"�2 釘�

短大合計 釘�17 �#��

▲一i 佩菘ﾒ�8 

進学先 �&ｨ���女子 1 俘xﾇb���

1 ���2 

4 釘�

1 ���

2 �"���4 1 
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｢沖縄研修で感じたこと｣　　　　二年D組　加藤　克哉

四日間の研修でいろいろな名所や史跡を訪れ'沖縄の良さ

をいっぱい感じることができました｡国際通りや美ら海水族館'首里城は多-の観光客で賑わっていて'すご-印象に残りました｡

また'糸数壕の見学や戦争体験講話を通して､戦争と平和に

ついても深く考えることができましたoひめゆり平和祈念資料館で見た戦争の映像や写真は残酷なものでしたo見学で入った糸数壕の中は真っ暗闇で､当時の人がどれだけ幸い思いをしていたのかを考えると心が苦し-なりました｡沖縄戦を体験された長田先生の講話では'戦争の怖さと平和であることのありがたさをすごく感じましたo日本人として'戦争があった事実を忘れないでいたいです｡そして'今の平和な時代に生れたこと､自分のやりたいことができることに幸せを感じて生きていきたいと思います｡おきなわ　　　　　　　　　　　　二年B組　小瀬　翼

沖縄は'日本で戦争があったということを実感できる場所

でした｡今は､建物もきれいになっていますが､六十年以上前にはうその場所で本当に戦争が起きていたのです｡それが最も分かる場所は'やはり糸数壕です｡自然にできた洞窟のことをガマと言います｡ガマの中に入ると湿気があり'空気が重い感じがしました｡そのガマの奥でみんなのライトを消すと'すぐ目の前にいる友達さえも全-見えませんでした.こんな体験は'生まれて初めてでした｡当時の人たちはそんなところに何日も住んでいたと考えると､怖-てたまらなくなります｡この経験から'若い世代が沖縄に行-意味が分かったような気がしました｡

そんな苦しい経験をした沖縄の鳥人は､とてもやさし-､

みんなニコニコしていて'話しかけやす-感じました｡ひょっとしたら､深い悲しみがあるからこそ笑顔にも深みがあるのかもしれません｡僕はそんな鳥人が大好きです｡僕も沖縄の鳥人のような'やさしい雰囲気を持った大人になりたいと思います｡

十二月二十一日の三･

四限目に冬休み前の恒例行事である綱引き大会が実施されましたo体育館は寒かったのですが'綱1本に勝利の願いを込めた､まさに熱気に包まれた大会となりました｡優勝賞品の豚汁を飲むためにどのチームも必死に戦っていたのが印象的でした｡例年'三年生が部活引退後に実施される大会なので優勝はなかなか難しいものですが'今年度は見事に男女とも三年生が優勝しました｡結果は'次のとおりです｡

市岐商の中堅として

1年学年主任　安藤　玉緒

市岐南生として1年を過ごし'楓爽溌刺

と'時に達しささえ感じられる高校生に成長してきました｡厳しい部活動にも慣れ高い目標に向かってさらに努力する姿'検定合格を目指して自主勉強に取-組む姿'頑張る仲間を自分のことのように応援する姿も見られました01万で'学校生活に目標を見出せず'勉強も中途半端'スマートフォン等のゲーム三昧という残念な姿も見受けられます｡

二年生の過ごし方が'進路目標達成の岐
路とな-ます｡高い目標を掲げ､今何をなすべきかを考え'まずは行動することが必要です｡最終学年に向けて

二年学年主任　今井　哲

いよいよ高校卒業後の進路を決定する最
終の学年を迎えようとしていますo就職を考えている人は本校が最終学歴とな-ます｡働くことの意義を考え､社会人として必要とされるコミュニケーション能力をしっかりと身に付けて下さいo上級学校への進学を考えている人は'将来の職業も視野に入れながら'進学する目的･目標をしっか-と考えて進学先を選んでもらいたいと思います｡進路実現に向けて､｢自分自身のこと｣としっか-捉え､今後の生活を自らが気づいて行動し､決して人任せにならないように心掛けてもらいたいと思います｡
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PTAだより発行にあたり訂正のお願い

2ページ目の訂正をお顔いいたしますo

!→｣

大変なご迷惑をおかけいたしましたこと､石基んでお詫び申しLげますo


