
 

 

 

 

 

 

                       

３月末で令和元年度も終わりとなりました。今年度末は新型コロナウイルスの感染拡大防止

のために、３月３日から３月２４日まで、今までに経験のない「臨時休校」となりました。本日、

今年度のまとめとして子どもたちが登校することができてよかったと思います。しかし、WHO

が「パンデミック状態である」と発表したように、日本だけでなく世界中のすべての人類が直面

している大きな問題となっており、毎日のニュースを見逃すことができません。 

その中でも、3 月 11 日（水）に松本中学校第６７回卒業式を挙行することができました。 

報道されているように、今年度の卒業式は保護者の皆様や来賓の皆様、在校生の参列のない卒業

式となり、卒業生の皆さんや保護者の皆さまの心情を察するに、申し訳ない気持ちで一杯でした。

第３学年担当の教職員も同じ気持ちでしたので、そのぶん教職員が心を込めて精一杯準備して、

「最高の卒業式にしよう」という思いを共有しました。 

式の時間短縮を求められていましたが、卒業生一人ひとりに卒業証書を渡すことができ   

ました。担任の先生の呼名に「はい」と大きな返事をして、じっと私の目を見つめてくれました。   

「おめでとうございます」と声をかけながら渡すと、「ありがとうございます」という言葉を  

返してくれて、卒業生の皆さんの３年間の思いを感じ取ることができました。最後の卒業生の 

合唱「大地讃頌」「旅立ちの日に」は感動的な最高の合唱となりました。 

卒業式には地域の役員の皆さまをはじめとした来賓の方々には

ご臨席いただけませんでしたが、地域の掲示板には、卒業して  

いく児童生徒に対してのお祝いの言葉が貼り出されていました。

地域の皆さまの温かさと、子どもたちが、地域に見守られながら

地域の子どもとして育てられているのだということを実感しま 

した。ありがとうございました。心より感謝申し上げます。 

今年度の卒業生も、松本中の伝統を引き継ぎ、さらに発展   

させてくれた誇ることができる素晴らしい卒業生です。卒業後も、

失敗を恐れずに様々ことに積極的にチャレンジして、それぞれの

道で活躍してくれることを期待しています。 

臨時休校中、子どもたちは部活動もできない状態でも、とてもがんばってくれていたことと 

思います。また、保護者の皆さまにもご理解・ご協力をいただき、感謝申し上げます。まだまだ

子どもたちには今後もどんな事態でも冷静さを失わず、 

自分の命を守ることを第一に考えた行動をとることができるようにしてほしいと思います。 

4 月 6 日には、希望に胸を膨らませている新入生を迎えます。先はまだ不透明ですが、    

令和２年度が予定どおりにスタートし、子どもたちが少しでも早く日常を取り戻し、充実した

日々を送ることができることを強く願っています。 

保護者の皆さま、地域のさま、今年度も松本中学校の教育活動に、ご理解・ご支援をいただき、

ありがとうございました。次年度もどうぞよろしくお願いいたします。 
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卒業おめでとうございます。         校長 矢田 弘 
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１組 担任 坂口 瑞穂先生 

早いもので中学校生活の３分の１が終わります。人生は「一期一会」です。今年出会ったクラスメイト、  

友達、先輩を大切に、４月からも新しい出会いを楽しんでください。 

２組 担任 野口 智弘先生 

 あっという間の１年でしたね。その中でいろいろな思い出が出来たと思います。これからは先輩としても 

頑張っていきましょう。 

３組 担任 山崎 翔平先生 

 1 年間ありがとうございました。振り返ってみてどんな気持ちでしょうか。初めてのことだらけの 1 年間

があっという間に終わり。いよいよ２年生です。入学してくる新入生にとっては優しい先輩として、また   

３年生にとっては頼れる後輩として、多くの場面で活躍してくれることを願っています。 

４組 担任 原 亜由美先生 

 今年１年間はみなさんにとってどんな１年でしたか？来年は２年生になり、いろいろな場面で「先輩」として

松中の中心になると思います。自分の得意な所や良い所を伸ばしてすてきな２年目を過ごしてください。 

５組 担任 菅野 洋平先生 

 次はいよいよ松本中学校の中心となる２年生です。先輩としての自覚を持ち、お手本となる生活ができる  

ように心がけましょう。 

８組 担任 落合 宏弥先生 

 自分も相手も大切に。２年生も楽しんでいこう！ 

１・４組 副担任 野尻 哲也先生 

 入学式でみなさんに初めて出会ったときから１年が経つのかと思うと、あっという間の気がします。１年間

の中学校生活を通して、多くの経験や知識を身に付けて、心も体も大きく成長しました。１年間を振り返ると、

赤学年の印象は「明るく・素直で・げんきいっぱい」です。学年のよさを活かして、人にやさしく、自分にき

びしく、仲間を大切にできる、いじめのない、楽しい学校生活を過ごしてください。４月から２年生です。進

級おめでとうございます。 

２・５組 副担任 大島 史子先生 

「あたり前をずっと、すばらしいをもっと」２年での更なる成長を楽しみにしています。１年間ありがとう

ございました。 

学年主任 兼３組 副担任 小森 一樹先生 

「努力は突然報われる」「水は突然あふれ出す」２年生でも目標をもって努力を続けていきましょう！ 

保健体育科 清水 昭幸先生 

 元気いっぱい、明るく、楽しく２年生でも体育をやりましょう。１年間お疲れさま。２年生も頑張ろう。 

養護教諭 山本 ひとみ先生 

 入学してから１年早いですね。心も体も大きくなりましたね。４月に計測するのが楽しみです。元気な姿で

新学期に会えるのを楽しみにしています。 

初任者指導教諭 稲田 義郎先生 

 この１年間で心身ともに成長したと思います。４月から２年生！さらに自分の良い面を伸ばしてください。 

実行可能な具体的な目標をもちましょう。 

保護者のみなさまへ 

 １年間至らない点も多くあったと思いますが、温かく見守っていただいたことに心より感謝申しあげます。

生徒たちは今後も様々な壁にぶつかると思いますが、教職員一同力を合わせ共に乗り越え成長していきたいと

思います。これからもどうぞよろしくお願いいたします。 
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1組 担任 浦住 淳平先生 

素直でいつも元気な黄学年、１年間ありがとう！来年度は最高学年ですね。みなさんにとって最後の

中学校生活が、その後振り返ったときに「頑張ってよかった」「楽しかったな」、そう思える１年になる 

ことを期待しています。 

 

2組 担任 古谷 若菜先生 

あっという間の１年間でした！２年生のクラスで出会った仲間を大切に。学年の仲間を大切に。   

優しい心をもった黄学年のみなさん、３年生ではさらなるパワーアップを期待しています。 

 

3組 担任 髙屋 敬一郎先生 

「見える、見える、世界が見える！」 身に付けた知識で世の中を見つめ、皆にとってよりよい社会に

なるよう、身に付けた知識を活用しましょう。 

 

4組 担任 久保田 建二先生 

黄学年のみなさんと楽しく過ごせた１年でした。さて、来年度は……。みなさんにとっては松本中学校

で過ごせるのもあと 1年です。何事にも悔いが残らぬように。『勇往邁進』ですよ！！ 

 

5組 担任 千代田 明佳先生 

今年１年で心も身体もたくさん成長しましたね。黄学年のみなさんの良さは、素直なところと何事に

も一生懸命に取り組むところです。いよいよ最高学年です。最高の笑顔がたくさん見られることを期待

しています。 

 

8組 担任 川名 美咲先生 

１年間ありがとうございました。来年は、松本中学校の顔となる最上級生ですね。部活動や行事など

「一生懸命はかっこいい」を大切に頑張ってください。 

 

１・２組 副担任 長野 陽子先生 

 １年間、みなさんと家庭科の授業を通じて一緒に楽しく学習できました。みなさんの行事に取り組む 

姿勢も熱心で、これからの松本中学校をもっと盛り上げてくれると信じています。魅せてください！  

期待しています！ 

３・４組 副担任 上原 和美先生 

日常生活の中のどこに、どんな教科とつながっているものがあるか探したことありますか？ぜひ、  

どの教科につながるか探してみてください。今後のみなさんのさらなる活躍に期待します。 

 

学年主任 兼 5組 副担任 田中 秀昌先生 

 自分を信じ、目標を立て、目標を達成した時に見える景色を想像しながら、日々充実した生活を   

おくる。成功のイメージ。そしたら夢は叶う。叶うという字は口から+（プラス）と書く。プラスな言葉

を言い続ければきっと叶う。 
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３年生の職員より、在校生へのメッセージです。心を込めて書きましたので、ぜひ読んでください。 

 

学年主任 藤田 隆宏先生 

３年生は、３年間「おかげさま」というテーマを作って学校生活を送りました。周りの人に対して、 

「感謝の気持ちをもつ」ということがおかげさまで身に付けることができました。在校生の皆さんは  

いよいよ１年ずつ先輩になります。特に２年生は、最上級生になります。感謝の気持ちをもちつつ、ぜひ

先輩としての威厳をもって学校生活を送ってください。 

 

１組 担任 小田喜 通隆先生 

今年は例年と違った形で卒業生は在校生とお別れになってしまいました。その中でも、在校生の   

みなさんからのメッセージやステンドグラスからは、とても温かいものを感じさせていただきました。

卒業生は幸せものです。ありがとうございます。これからの松本をさらに素晴らしい学校にしていく  

ためにも、よき伝統は受け継ぎ、新たなことにはチャレンジをしていってほしいと思います。みなさんの

さらなる成長と松本中の発展を期待しています。 

 

２組 担任 大橋 亜紗美先生 

卒業式ではお見送りはかなわなかったものの、メッセージや三送会に向けて一生懸命準備をして  

くれていたことを知って、３年生はとっても喜んでいました。１年生は後輩が入ってきて先輩になり  

ますね。２年生はいよいよ最上級生になります。「一生懸命はかっこいい」松中の伝統を受け継いで、  

今度は黄色学年のみんなが最上級生として立派な姿を見せてください。 

 

３組 担任 渡辺 定智先生 

みなさんの思いがこもったメッセージ、体育館のステンドグラスに、思わず涙があふれました。本当に

ありがとう。愛し、愛されて過ごした３年間はとても短く、気が付いたら卒業を迎えていました。在校生

のみなさん、ぜひ残りの１年、２年間を、じっくりと味わってください。素敵な思い出をたくさん創って

ください。そして、大切な人に「感謝」の気持ちを伝えてください。 

 

４組 担任 難波 希三子先生 

卒業式の話をした時、３年生はみなさんとお別れができない事にとてもショックを受けていました。

そこからの、あのサプライズ！感無量です。三送会の心のこもったプレゼントも、みんな確かに受け取り

ました。とても喜んでいましたよ！こんなに心が暖かい、素敵な後輩が居てくれて、彼らは幸せものだな

ぁと思いました。暗い気持ちを吹き飛ばしてくれて、本当にありがとう！ 

 

８組 担任 大石 誠一先生 

学校が急に休校になり改めて気づきました。学校の主人公はあなたたち一人ひとりであることに・・・。

４月からは１年生は先輩と呼ばれ、２年生はいよいよ最上級生になります。ドキドキして入学してくる

新入生にやさしくしてあげてくださいね。一人ひとりが道標（みちしるべ）となり、さらにすてきな松中

にしていきましょう。 

 

 



副担任 中本 恵先生 

卒業式の会場に入ると、窓ガラスにはキラキラと光るステンドガラスが張られていました。在校生の

皆さんが卒業生を見守ってくれているようでした。３年生はたくさんの方々の温かさに見送られて卒業

することができました。松本の伝統のバトンは皆さんに渡されました。新しい松本中学校を作るのは  

皆さんです！ 

 

進路主任 中﨑 安弘先生 

静寂の中、これから合唱が始まります。先生たちは保護者席に集まり、そして、体育館全体に歌声が 

響きわたりました。感動して、いつの間にか涙が自然に出てきました。 

「母なる大地のふところに 我ら人の子の喜びはある 大地を愛せよ 大地に生きよ ♪」卒業式 に

３年生全体で歌う「大地讃唱」です。 

後輩に聞かせることができないのは残念ですが、素晴らしい卒業式でした。松本中学校の伝統を大切

にしてほしいと思います。 

 

 

 

 

 

【令和２年度 4月 主な学校行事 予定】 

６日（月） 入学式 13：35～ 

７日（火） 始業式 8：４０登校 

 

 

 

4月 8日（水）以降の予定については、3月 30日（月）以降に 

ホームページ等でご確認ください。 
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