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三年間よ-頑張った｡勉強頑張った｡資格取得頑張った｡部活動頑張った｡市岐南デパート頑張った｡進路達成頑張った｡そして､恋愛も頑張った｡遊びも頑張った｡市岐商ブランドの確立に向けてほんとうによく頑張った｡ありがとう｡お疲れさん｡

けれども'自分な-に力一杯頑

張ったのに､成績が伸びず､資格に合格できず､レギュラーになれず'優勝できず‥･そして､失恋した人の方が圧倒的に多かったよな｡だけどそれは'大人から見れば､君の人生にとってかけがえのない経験ができたと言うことだ｡振-返ればきっとわかる｡

来る日も来る日もお弁当を作り､

送迎して-だきったお父さんとお母さんに感謝しろ｡おかげで入学した頃､まだ幼さの残る君たちが､三

年間で達しく成長し､醸しいばかりの若者になれたんだ｡

旅立つ市岐南健児たち｡ちょっぴ

り照れくさいかもしれないけれど､今日家に帰ったら､お父さん､お母さんの目を見つめて､一言｢あ-がとう｡｣と言ってあげて-れ｡そのたった三一口で全てが分かり合えるはずだ｡

旅立つ市岐商健児たち｡ぼ-た

ちや､お父さん､お母さんが若者だった頃の高度経済成長時代やバブルの頃と違って､今の社会は辛-て厳しいぞ｡半端な根性じゃ乗-切れない｡

旅立つ市岐商健児たち｡頑張れ､
頑張れ｡そして､苦しい時'成功した時､母校を思い出して立ち寄って-れ｡優しい恩師たちが､暖か-過えてくれる｡いざさらば｡

卒業のお喜び

pTA会長　藤岡　功

三年生の保護者の皆様に於かれ
ましてはお子様のご卒業心よ-お祝い申し上げますと共に本校の教育方針にご理解ご支援頂き感謝申し上げます｡

三年生の諸君､ご卒業おめでとう

ございます｡市岐商デパートや部活動など学校生活でさまざまな出来事や経験をされたと思います｡自分の思い通-に行かず悔し涙を流した事や仲間達と笑いあったりした事など目を閉じると沢山の思い出が蘇って-ることでしょう｡こうした思い出はこれからの人生の大切な財産とな-ます｡しっかりと胸にしまい大切にしていって-ださい｡

さて､君たちはこれから社会とい
う厳しいフィールドに入っていきます｡今までの様にご両親や先生方は助けてくれません｡自分で進むべき道を決めな-てはいけな-なります｡｢自分にとって都合がいいか悪いか｣とか｢好きか嫌いか｣でジャッジするのではな-｢正しいか､正しく無いか｣という判断基準で自分の進む道を決めてください｡それでも迷った時は､楽な道を選ぶのではなく､辛く苦しい道を選んで-ださい｡きっと苦しい道も市岐商で学んできた君たちなら乗-越えられるはずです｡そして乗-越えられたら少しずつ成長し､強くたくましい人間になっていくと思います｡常に市岐商魂を胸に秘めチャレンジ精神で頑張ってください｡

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さんと､校長先生並びに諸先生方に深-感謝申し上げます｡あ-がとうございました｡
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今を生きることで　熱い心燃える
だから君は行-んだ　微笑んで

そうだ嬉しいんだ　生きる喜び

たとえ胸の傷が　痛んでも～アンパンマンのマーチ～よりアンパンマンは､必殺技や凄いパ

ワーは持っていません｡

しかし､困っている人がいれば､自

分が弱っても､顔(アンパン)を食べさせ助け､どんな敵からも逃げないみんなのヒーローです｡

決して格好良-ないけれど､そん
な正義の味方になって欲しい｡

卒業おめでとう｡健闘を祈る-

卒業おめでとう｡いよいよ各自が新しい

道に向かって進んでいくわけですね｡それぞれの道で'悩んだり迷ったりすることもあるでしょうが､その時には'しっかりと自分と向き合い､じつ-りと考えてください｡

迷いの中にいることは､苦しいことです｡

でも､そこには自分が成長できるチャンスがめ-ます｡石にしがみついてでもがんばること､自分の手に入れたものにしがみつかず新しい道に進むこと､どちらも大切なことだと思います｡自分で悩み､自分で決めて､自分の人生を進んでください｡

自分の生きる道は一つです｡どんなに曲

がりくねっていても､一つの生き方しかできません｡大切にしてください｡

最後に私の好きな詩を送-ます｡

三好達治

その生涯をもて　小鳥らは
一つの歌をうたひ暮らす　単調に　美しく

疑ふ勿れ　黙す勿れひと日とて　与へられたこの命を　　-

ご卒業おめでとうございます｡卒業生の皆さんが4月1日から

はじまる社会は､高校までの生活とは違い全-異質な社会です｡

高校までの学校生活では､皆さん

は､いわば｢社会に守られた子供たち｣でした｡

ところが､皆さんは未成年であ

るにもかかわらず'これから迎える社会では､｢大人｣　として扱われます｡今まで安易に許してもらえた行動や言動に対して､今後は｢責任｣という言葉が絶えず付いてきます｡大人として恥ずかしくない責任ある行動や言動ができるよう物事を慎重に考え､自分にできることを｢あせらず､あわてず､あきらめず｣実行してみてください｡

ご卒業おめでとうございます｡

この日を迎えられることができたのは､みなさんの努力の賜物であることは言うまでもあ-ませんが'厳し-も優し-ご指導して下さった先生方､楽しいことも苦しいことも分かち合った級友､そして温かい愛情で支えて-だきったご家族のおかげであることをいつまでも忘れないではしいです｡
いよいよ旅立つ時が来ました｡こ

こからが市岐商で学んだことを発揮するときです｡これから様々なことが起こると思いますが､自彊不息の精神で自分を励まし､休むことな-努力を続けて-ださい｡
ヶ努力に勝る天才なし〟みなさんのご活躍を祈ってお-ます｡
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3年A組副担任　廣瀬　耕一朗卒業おめでとうございます｡みな

さんが卒業するにあた-､言葉を贈りたいと思います｡
｢生きることは呼吸することではない｡行動することだ｡～ジャン･ジャック･ルソー～｣皆さんは遅かれ早かれ社会の一員として生きていきます｡いつも前向きに､明る-､一歩一歩〟生きて〝下さい｡顔晴れ-

3年B組副担任　岡田　秀之
ご卒業おめでとうございます｡

知識を知恵に変換しながら実践するときです｡行き詰まったら､角度を変えて､多角的にものをみること｡常識も疑い'一つ一つ理由を考えながら前へ進むと､道は開けます｡どうしてもだめなときは､志を捨てなければ､いったんそのことから離れると'見る角度が変わって､道が開かれるときもあ-ます｡がんばれ､市岐商志士｡

3年C組副担任　墳　伊佐子卒業おめでとうございます｡

皆さんと一緒に考えたアイデアが､いちご『濃姫』　を使った商品として開発され､この三年間で人気のオリジナル商品となりました｡ありがとう｡これからも'市岐商デパートや部活動の応援など､それぞれの形で'母校を支え､応援してください｡

皆さんの人生に幸あれー

3年D組副担任　河田　智子勉強に部活動に資格取得に､3年
間､本当にがんばりましたね｡そしてこれからは､みなさんが市岐商で培ってきた高い技術やすぼらしい人間性で､世の中に貢献していってください｡世界でもっとも幸せな人とは､他の人に幸せをもたらすのを手助けする人です｡

卒業おめでとう｡みなさんの活躍

を祈っています｡
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ご卒業おめでとうございます｡

岐商

で培った意地と誇りを持って頑張ってください｡

ここからの十年が最も大切です｡各自の前進を心より期待します｡

卒業おめでとうございます｡それぞれの進路先でがんばって下さい｡

初心(初志)を時折思い出そう｡すると今の自分がみえてきます｡
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〟隠した涙の数だけ負けない強い
勇気が生まれる〝卒業おめでとう

へばってからが本当の稽古｡出し
切ることを癖にせよ｡

真剣だと知恵が出る｡中途半端だと愚痴が出る｡本気で勝負しろ=

ご卒業おめでとう｡努力を惜しまず'感謝の気持ちを忘れず､前向きに力強く生きていって下さい｡

三年間の高校生活を糧としての､さらなる活躍を祈念します｡

四月からの新しい生活で三年間で学んだことを生かしてください｡

卒業おめでとう｡日月3日は市岐商デパートでお待ちしています｡

ご卒業おめでとうございます｡いつまでも健康　健やかに｡

人のすることは8 0点が満点｡常に2 0%の改善点があるから｡

皆さんの笑顔がますます輝-日々とな-ますよう願っています｡

明る-､優し-､笑顔で'そしてゆっくりと歩んで-ださい｡

卒業おめでとう｡大きく翼を広げて輝ける未来へ羽ばたいてください｡

人のために何かをする奉仕の心は､必ず人としての成長に役立ちます｡

卒業おめでとう｡感謝の気持ちを忘れず､大きくはばたいて下さい｡

家族や友だち､周りの人たちの支えに感謝の気持ちを忘れずに-

原同学個雑費努力,辻毎天的心情都快朱｡相信侮個一定会夢想成真｡
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実るほど　頭を垂れる　稲穂かな感謝の心を持って生きていこう｡

今しかできないことがある｡それを見つけて､今やりましょう｡

自分を磨き､向上しようとする心を忘れないでください｡

祝條佃在人生的旋途上,活得漏酒,活得精彩｡我相信侮個是最仇秀的｡

一生で､出会う人の数は限られて
いるので､出会いを大切に｡

今日より明日､明日より明後日-二度と返ってこない今日が大切=

一年に一回は､必ず健康診断を受
けへ身体を大切に｡

成功の反対は失敗ではな-何もしないこと'自分を信じて前進を-

出会いがあれば､必ず別れがあります｡一つの出会いを大切に｡

他人をおもてなし(おもいやる)精神を忘れずに｡おめでとう=‥

自分自身を大切に｡そして自分の側に当たり前にいる人ほど大切に｡

卒業おめでとうございます｡
｢熱さ夏　朋友まみえ　応援す｣

爽やかな笑顔､元気な挨拶｡この二つが揃えば､まずは無敵です｡

自分で選んだ道､夢や目標を常に持ち諦めず最後まで頑張れ｡

市岐商生としての誇りを胸に､これからも頑張ってください｡

Congra[S一G8dFckinfEurの一

卒業おめでとう｡明るく礼儀正しく人懐っこい市岐商生を忘れずに｡

｢何の為に｣｢誰の為に｣という
目的が人を強くする｡頑張れー

三年生のみなさんご卒業おめでとうございます｡
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-就職状況
今年度の就職希望者は66人で､全体の約42%でした｡-次募集での受験者66人のうち'内定者は55人で内定率は約83%にな-ました｡こ

れは前年度よ-20%増です｡その後､公務員を希望していた4人が進学に変更しました｡二次募集も合わせ､1月下旬には､就職を希望していた62人の全員が内定しました｡

本校に対する求人票の件数は鯛件で､前年度と比較して87件増加しました｡求人
倍率は8･5倍でしたが､女子の事務職での求人が少ない上に'資格を必要とすることが多-､生徒の希望通-にはならず苦慮しました｡来年度もこの傾向は続-と予想されます｡

近年の就職試験では､面接と筆記試験を選考基準とする企業が多-なってきまし

た｡自己pRや自分の考えを元気よくアピールしなければならないと同時に､必ず基礎的な学力が問われるようになってきました｡普段から学習習慣を身に付け'学校の授業だけでな-､一般常識の勉強などにもしっか-取り組んで-ださい｡

2進学状況筑波大学､滋賀大学と2名の生徒が国立大学に合格しました｡
一般推薦で岐阜市立看護専門学校､京都産業大学'名城大学

AO入試で岐阜市立岐阜女子短期大学スポーツ推薦で専修大学､近畿大学などに合格しました｡多-は指定校推薦制度によ-順調に進学先を決めることができました｡
このように本校の生徒はほぼ推薦で入学します｡しかし､推薦と

言えども､学力を問われることが非常に多いのが現状です｡特に小論文が課されるところでは､自分の考えを論理的に書けるように何度も練習しなければな-ません｡また､面接では､自分の意見を分かりやすく述べたり､他人の意見を聞いた上で'自分の考えを論理立てて話した-することが必要です｡いかに自分という人間をアピールできるかだけでなく､元気な挨拶や返事､そして笑顔が鍵です｡

内定企業一覧(順不同)

企業名 �&ｨ���女子 俘xﾇb�

十六ビジネスサービス株式会社 ��1 ���

濃飛倉庫運輸株式会社 ��2 �"�

大垣信用金庫 ��1 ���

中部電力株式会社岐阜支店 ��� ���

｣R東海旅客鉄道株式会社 �"� �"�

シーシーアイ株式会社 ��1 ���

社会福祉法大治仁会 ��1 ���

岐阜プラスチイツク工業株式会社 ���1 �"�

株式会社岐阜イエローハット ��2 �"�

日本耐酸埋工業株式会社 ��� ���

新美クリニック ��1 ���

日本トムソン株式会社版阜製作所 ��� ���

JR東海総合ビルメンテナンス株式会社 ��� ���

ハビックス株式会社 ��1 ���

社会福祉法大井ノロ会 ��1 ���

綿式会社パロマ ��1 ���

株式会社ケージ-工ム ��� ���

アピ株式会社 ��� ���

社会福祉法人羽島郡福寿会 ��1 ���

有限会社K.0コーポレーション ��1 ���

有限会社ケイープラーシユ ��1 ���

株式会社加藤製作所 ���1 �"�

株式会社アルミツク ��� ���

平成調剤薬局 ��1 ���

日の丸興業株式会社 ��1 ���

株式会社十八楼 ��� ���

株式会社ウパーリ美容室(ジュンベリー) ��1 ���

東海一自動車ガラス株式会社 ��1 ���

馬喰一代 ��� ���

株式会社エーーティーiエス ���1 �"�

有限会社ボイス ��1 ���

株式会社エヌテック ��� ���

株式会社版阜グランドホテル ��� ���

岐阜パス観光株式会社 ��1 ���

ダイセ-倉庫運輸株式会社 ���1 �"�

イオンリテール株式会社東海カンパニー ��1 ���

株式会社大丸グラフィックス ��1 ���

ゆう歯科グノニック ��1 ���

岐阜車体工業株式会社 ��� ���

山一電気株式会社 ��1 ���

アテナ工業株式会社 ��� ���

サンラリー株式会社 ��� ���

岐阜軸装株式会社 ��� ���

株式会社エフピコ中部 ��� ���

リお歯科クリニック ��1 ���

キンググロリー紳士服株式会社 ��1 ���

ギフ加藤製作所株式会社 ���1 �"�

自衛官 �"� �"�

さくら工房 ��1 ���

社会福祉法人瑞鳳会 ��� ���

荒涼歯科医院 ��1 ���

その他 ��ﾈ�ﾂ�2 �"�

合格学校一覧

進学先 �&ｨ���女子 俘xﾇb�

筑波大学 ��� ���

滋賀大学 ��� ���

国際武道大学 ��� ���

専修大学 ��� ���

朝日大学 �"� �"�

岐阜経済大学 澱� 澱�

岐阜聖徳学園大学 �2� �2�

東海学院大学 ���3 釘�

中部学院大学 �"�2 釘�

愛知大学 ��� ���

愛知学院大学 釘� 釘�

至学館大学 ���1 �"�

中京大学 �"� �"�

中部大学 ��� ���

名古屋経済大学 ��� ���

名古屋商科大学 �2� �2�

南山大学 ��� ���

名城大学 湯�3 ��"�

京都産業大学 ��� ���

近畿大学 ��� ���

神戸国際大学 ��� ���

大垣女子短期大学 ��3 �2�

岐阜聖徳学園大学短期大学部 ��2 �"�

帳阜保健短期大学 ��2 �"�

平成医療短期大学 ��� ���

愛知江南短期大学 ��2 �"�

修文大学短期大学部 ��1 ���

岐阜市立岐阜女子短期大学 ��2 �"�

あいちビジネス専門学校 ��� ���

愛北看護専門学校 ��1 ���

朝日大学歯科衛生士専門学校 ��5 迭�

エコール辻大阪 ��� ���

大原法律公務員専門学校 �2� �2�

岐阜市立春霞専門学校 ��1 ���

岐阜保健短期大学医療専門学校 ��� ���

中日美容専門学校 ��1 ���

中部美容専門学校 ���2 �2�

中部ファッション専門学校 ��1 ���

辻調理師専門学校 ��� ���

中日本航空専門学校 ��� ���

東京廿会計専門学校名古屋校 �2�1 釘�

トライデントビューティ.ブライダル専門学校 ��1 ���

トヨタ名古屋自動車大学校 ��� ���

名古屋医療専門学校 ��� ���

名古屋ビジュアルアーツ専門学校 ��1 ���

名古屋ビューティーアート専門学校 ��1 ���

力ビオラ二.コミュニティーカレッジ ��1 ���

･合-/////＼討- 鉄��/ ��ﾄ乏�
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｢沖縄研修を終えて｣

2年D組　岩本さ-ら

今の沖縄の平和は､戦争の歴史

と傷跡の上に戌-立っているんだと実感した｡飛行機が着陸する時に目に止まったたくさんの戦闘機｡これが沖縄の現実｡青-澄んだ海には不似合いな迷彩柄を目にし､今に至るまでの凄惨な過去をしっかり学ばなければと思った｡
2日目に行った糸数壕は､真っ暗

で明か-など一つもなかった｡足下は見えない､手す-もない､さらには真っ暗な中歩けるような場所でもない｡この中でたくさんの人が生活していたと考えると'怖いのか悲しいのかへ胸が苦し-なった｡

今の私達の暮らしがどれだけ平
和なのか改めて気付かされた｡人間が鬼になる戦争をもう二度としてほならないと､強く思った3泊4日の研修だった｡

｢僕らの中国研修｣

2年B組　間瀬　航

僕たちは4泊5日の中国研修で

色々なことを学んだ｡北京･杭州･上海を周り､観光地だけでな-､商店街や学校などを訪れた｡出発前にはpM2･5の影響が大変心配されたが､最初の訪問地北京は美し-澄んだ青空が印象的だった｡

研修で一番印象に残っているのは､

やは-旅涯職業学校の学生との交流だ｡3日目に中国人学生4人と僕ら2人で､杭州の街歩きをした｡地下鉄を使い'夜はレストラン｡日本と違う地下鉄の乗-方にとまどったり､口に合わない食べ物もあった｡しかし､彼らの日本語力に助けられ､会話が弾み､楽しく美味しい食事となった｡自分ももっと中国語を学習しなければと感じた｡中国で手に入れた朋友たちと､両国の友好の架け橋に少しでもなれると良いと思った｡

｢二年生になる心構え｣

1年学年主任　村瀬智泰

日々､市岐商生として自覚と誇
-を持って'積極的に自らの可能性に挑戦して-れていると思います｡この一年間は､三年後の進路を見据え､社会で活躍できる人に育つための基礎作-の段階でした｡二年生は､｢中堅｣　という集団生活の中核となって活躍する学年であ-ます｡高校生活の中で､精神的なもろさが露呈するまで自ら鍛え､磨き､自分の将来を真剣に考え､自分をよ-高いレベルへと成長させていける時期にして-ださい｡変われない生徒ではなく､良い意味での変わっていける生徒に成-ましょう｡全力で応接します｡1 2月20日(金)3･4限目に､体育館

において､冬休み前の伝統行事､綱引き大会を実施しました｡

毎年この時期の体育館は底冷え
するほど寒いのですか､生徒達はその寒さにも負けず､クラスやチームが一丸となって､必死に綱を引き､また､応援する姿が見られ､盛-上がりのある大会となりました｡

昨年は､部活引退後にも関わら

｢最終学年へのカウントダウン｣

2年学年主任　安藤玉緒

あと一ケ月で3年生だ｡周囲を見

回せば'いつの間にか進路を意識した勉強モードになっている人や資格取得に意欲を燃やす人がいる｡運動部で､最後の学年を前に､自分の力を出し切って勝負をするために入念な準備をしている人がいる｡自分はどうだろうか｡

学年のムードはそれぞれの意識

の持ち方に左右される｡高い進路目標を持ち､その実現に向かって努力することを厭わないで欲しい｡頑張る人を見て､自分も頑張ろうと感じて欲しい｡男女とも制覇した綱引き大会の時のように､お互いに声を掛け合い､励まし合って進む集団でありたいものだ｡ず､男女ともに3年生が優勝しましたが､今年は､現役の底力を発揮した2年生が､男女ともに優勝しました｡
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<産業教育関係優良者表彰>

○産業教育振興中央会

会長賞

3年D組　加藤　克哉

○全国商業高等学校長

協会賞

3年A組　野田　竜斗

○岐阜県産業教育振興会

会長賞

3年A細　谷藤　克仁

3年B組　出口　潮美

3年D組　宮嶋　大希

○岐阜県産業教育振興会

商業教育部　会長賞

3年A組　点本　　潤

3年B組　白木　佑奈

3年C組　飛田　健作

○岐阜県商業教育研究会

会長賞

3年D組　大塚　晴夏

○岐阜商工会議所　会頭賞

3年A組

3年B組

3年C組

3年D組

<学校表彰>

○功労賞

3年A組

3年B組

3年D組

小林　聖弥

長尾　朱荊

浅野　汐里

松井　将吾

中嶋　紘也

井上　茂恵

小野　将輝

○奨励賞

3年D組　大塚　晴夏

<部活動振興会会長賞>

陸上競技部

3年C組　国枝　昌平

相撲部

3年C組　三宅　宏輝

ハンドボール部

3年A組　堀　　広輝

3年A組　松田　佑也

3年A組　土井　和樹

3年A組　林　　和義

3年A組　東　　正都

3年A組　小河　俊秀

3年B組　谷口　李成

3年C組　岡田　　光

<全国商業高等学校協会>

8種目1級合格者

3年A組　野田　竜斗

7種目1級合格者

3年A組　烏本　　潤

3年D組　大塚　晴夏

6種目1級合格者

3年A組　小林　聖弥

3年A組　中嶋　紘也

3年A組　長屋　佳汰

3年A細　谷藤　克仁

5種目1級合格者

3年A組　坂梨　聡樹

3年B組　長尾　朱荊

3年D組　小螺　彩加

3年D組　加藤　克哉

3年D組　木村　悠海

4種目1級合格者

3年A組　小島　健矢

3年A組　富山　晴也

3年B組　出口　潮美

3年D組　青木　里穂

3年D組　池戸　　綾

3年D組　小野　将輝

3年D組　中島　　遥

3年D組　廣川　夏実

3年D組　松澤　　明

3年D組　山田　大輔

3種目1級合格者

3年A組　束　　正邪

3年A組　石原　大雅

3年A組　河田　将宏

3年A組　黒岩　宏起

3年A組　田上　幹也

3年A組　土井　和樹

3年A組　山本　宏樹

3年B組　石樽千夏子

3年B組　高橋　麻希

3年C組　浅野　汐里

3年C組　奥田真里奈

3年D組　臼井　麻衣

3年D組　大西　祥斗

3年D組　清水　里奈

3年D組　田中　隆介

3年D組　田畑　美紅

3年D組　土屋　友伸

3年D組　長尾　愛理

3年D粗　橋本　祥汰

3年D組　濱田　真帆

3年D組　本態　礼華

3年D組　松野　元起

3年D組　三島　奏愛

3年D組　横山　竜也
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< 3ヶ年皆勤賞>

3年A組　束　　正邪

3年A組　石元　光紘

3年A組　菅沼　翔太

3年A組　中嶋　紘也

3年A組　長屋　佳汰

3年A組　野田　竜斗

3年A組　林　　和義

3年A組　堀　　宏輔

3年A組　松田　佑也

3年A組　松野　公起

3年A組　矢野真太郎

3年A組　山田　織仁

3年B組　阿部　恭子

3年B組　石棺千夏子

3年B組　駒瀬　大武

3年B組　高橋右知子

3年B組

3年B組

3年C組

3年C組

3年C組

3年C組

3年C組

3年C組

3年D組

谷口　李成

長尾　朱荊

宇野　裕太

越渡　俊太

佐藤　瑠伊

坪井　大和

西村　麻香

山村　美希

青木　里穂

3年D組　生駒楽部美

3年D組

3年D組

3年D組

3年D組

3年D組

3年D組

臼井　麻衣

加藤　克哉

橋本　祥汰

松井　将吾

宮嶋　大希

横山　竜也

<英単語コンクール優秀賞>

3年生の部

3年D組

3年D組

3年B組

3年D組

3年D組

奈哉荊穂綾里克朱里水藤尾木戸浦加長音池

2年生の部

2年D組

2年D組

2年A組

2年B組

2年B組

1年生の部

1年B組

1年D組

1年D組

1年D組

1年D組

柏原　梨乃

戸田　愛理

洞山　　開

井出麻薬美

伊藤亜香理

番匠　瑞希

岩田　理沙

小塩　春香

長田　荊奈

本藤　由華

<漢字コンクール優秀賞>

3年生の部

3年D組

3年D組

3年B組

3年A組

3年B組

2年生の部

2年B組

2年D組

2年B組

2年B組

2年B組

l年生の部

1年B組

1年D組

1年D組

1年D組

1年C組

加藤　克哉

清水　里奈

出口　潮美

田上　幹也

長尾　朱荊

伊藤亜香理

戸田　愛理

中原　優子

福井　佑美

西川　佑里

柳瀬　由唯

金谷　祐太

佐倉　悪衣

栃本祐里亜

松野　紗季


