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卒業  式 卒業生の 
メッセージ 入学  式 入学生の 

メッセージ 

名古屋国際会議場 
センチュリーホール 
●学部入学生1,686名 
●研究科入学生78名 
■大学歌／開式の言葉／入学許可
／学長式辞／祝辞／入学生宣誓／
閉式の言葉 

大 学 

3  /1高 校 
第５４回「卒業証書授与式」 
中央棟大アリーナ 
●卒業生401名 
■開式のことば／校歌斉唱／卒業証
書授与／皆勤賞授与／校長式辞／
理事長祝辞／来賓祝辞／在校生送
辞／卒業生答辞／唱和斉唱「仰げば
尊し」「蛍の光」／閉式のことば 

fri.高 校 
第57回「入学式」 
中央棟大アリーナ 
●入学生427名 
■開式の辞／学校長式辞／来賓祝
辞～理事長祝辞、ＰＴＡ会長祝辞／来
賓紹介／新入生誓いの詞／教員紹
介／閉式の辞 
 

3 /19
中央棟大アリーナ 
●卒業生205名 
■開式のことば／校歌（斉唱）／卒業
証書授与／皆勤賞授与／お祝いのこ
とば／卒業生を送ることば／卒業生の
別れのことば／よろこびの歌（合奏）
／閉式のことば 
 

tue.

中 学 
第５４回「卒業証書授与式」 

中学体育館 
●入学生202名 
■開式の辞／学校長式辞／来賓祝
辞～理事長祝辞、ＰＴＡ会長祝辞／来
賓紹介／教員紹介／閉式の辞 
 

中 学 
第57回「入学式」 

4　村瀬麻耶さん 
　大学は早稲田のⅠ文です。中高

と愛知淑徳学園で過ごしましたが、

いい先生方ばかりで、受験勉強

のサポートもしっかりしていただき、

とても心強かったです。将来はアー

トやファッションの写真、雑誌関係

の仕事に就きたいと思っています。 

5　木村優里さん 
　ギターマンドリンクラブに所属。

名フィルとのジョイントコンサートに

参加できたのが思い出です。愛

知淑徳大学の文化創造学部に

進みますが、興味のある海洋生

物の専門的な知識を身につける

ため、英語を勉強したいですね。 

3　 
安藤香奈さん 
　母が愛知淑

徳高校の出身で、

部活と勉強を両

立できて充実し

た学園生活を

過ごしたと聞い

ていたので、公

立中学から受

験しました。中

学では陸上部

に入っていたので、部活は陸上か

硬式テニスをしたいと思っています。

将来についてはこれから3年間で

ゆっくり考えますが、どんな道を選

ぶにしても、愛知淑徳学園ならい

い道を通っていけると思います。

勉強も部活も両立して、充実した

高校生活を送りたいです。 

4　山本有佳さん 
　愛知淑徳中学で3年間過ごし

ましたが、充実していて楽しかっ

たです。ただ初めのうちは勉強の

仕方が分からなくて、しかもレベル

が高いので、ついていくのに必死

でした。でも頑張って結果が出て、

自分なりに勉強法も分かって、や

る気も出てきたという感じです。ク

ラブは2年からダンス部に入って

いましたが、高校では文化系に入

りたいと思っています。家でも趣

味でできそうなものがいいですね。 

1　菅原洋平さん(現代社会学
部現代社会学科） 

　茨城県出身です。大学では全

国にいろんな友だちを作りたいと思っ

ていました。そんなとき、愛知淑徳

大学なら自分の興味のある社会

学が勉強できそうだということで、

選びました。世界で起こっている

ことに興味があるので、国際社会

を専攻します。将来の夢は今後、

大学の4年間で様 な々人と出会い、

多くの経験を通して見つけていき

たいと思っています。３人兄弟の末っ

子で甘やかされて育ったので、初

めての一人暮らしはちょっと不安

ですね。 

2　 
近藤愛子さん
（コミュニケー

ション学部言語

コミュニケーショ

ン学科） 

　好きな英語

を存分に勉強

できると思って、

言語コミュニ

ケーション学科を選びました。愛

知淑徳大学は留学制度があるの

も魅力ですね。将来は英語を使っ

た仕事をしたいと思います。大学

では勉強も遊びもたくさんしたいと

思っています。 

5　大塚響子さん 
　母が愛知淑徳大学の卒業生で、

姉も中学校の３年生にいるんです。

ピアノを６歳から習っていて、小学

校のときは音楽が得意でした。な

ので部活は吹奏楽部に入ろうと思っ

ています。中学ではお友だちをた

くさん作って、仲良くしたいと思い

ます。将来のことはこれから考え

ます。 

6　村田美緒さん 
　小学生のときは受験勉強で忙

しくて部活ができなかったので、

中学ではバスケット部に入るつも

りです。社会科の歴史が好きなの

で、将来は歴史に関する仕事に

就けたらいいなと思います。それ

と勉強では、英語を話せるように

なりたいと思います。 

7　伊藤遙さん 
　愛知淑徳中学は、勉強がしっ

かりみてもらえるし、校風がわたし

に合っているということで、母に勧

められました。小学校では料理ク

ラブに入っていましたが、中学で

はどの部活に入るか、まだ決めて

いません。楽しい中学校生活を

送りたいと思います。 

8　市川祥子さん 
　愛知淑徳中学校は元気な学

校という印象でした。レベルが高

いので大変かなと思いましたが、

自分で入学を希望しました。部活

は小学校でもやっていたバトミント

ン部に入って頑張るつもりです。
小学校で

はあまり勉

強できな

かったので、

中学校で

は頑張り

たいと思

います。特

に算数、国

語に力を

入れたい

です。 

 6　加藤万莉絵さん 
　思い出に残っているのは部活

と学園祭です。部活は弦楽アン

サンブルで、１度、障害者の方が

勤めている会社のクリスマス会で

演奏しました。来年も来てくださ

いと言われ、とても嬉しかったです。

将来は薬剤師になるのが夢です。 

 7　高江晶子さん 
　学園祭でお芝居の音響効果を

担当したのが思い出です。みん

なでまじめに力を合わせたので、

いいものができたと思います。将

来は保母さんのような人の世話を

する仕事をしたいと思っています。 

 8　藪田かおるさん 
　中学では演劇部の副部長でし

たが、高校でも演劇部に入ります。

学園祭の公演で舞台監督をした

のが思い出に残っています。将

来は農学系の勉強をして、食品

や化粧品の開発をしたいです。 

 9　中川笑さん 
　バトントワリング部に入っていま

したが、休みがなくて大変でした。

３年になって踊りを作る係りになって、

全国大会で金賞を取れてよかっ

たです。 

10　吉木郁乃さん 
　硬式テニスをやっていました。

上下関係が厳しかったけど、自分

が先輩にって、人をまとめていくこ

との大変さを知りました。将来は

医者になって、国境なき医師団に

入るのが夢です。 

 
＊5人は全員、愛知淑徳高校に進学します。 

1　谷口典子さん 
　　（文学部国文学科）　 

　卒業式では答辞を読ませてい

ただきました。その中でも話した

のですが、愛知淑徳大学は環境

がすばらしいから、いい人が集ま

るのだと思います。いい機会に恵

まれ、いい経験をさせていただき、

すてきな先生方、友人にも恵まれ

たことは、わたしにとって本当に宝

です。昨年9月に派遣会社への

就職が決まりました。新日鐵で営

業事務の仕事をします。 

 2　平田達彦さん 
　　（文学部国文学科） 

　大学では軽音楽部の部長とク

ラブ連盟委員長を務めました。大

学入学にあたって一人暮らしを

始めたのですが、親からの仕送り

は一切なく、バイトのかけ持ちをし

ながら勉強、バンド

の練習を続けてき

ました。そのおか

げで、自立心が養

われたと思います。

勉強の面でも自主

的に学ぶ姿勢が

身に付いたと思い

ます。就職は製薬

会社の営業です。

手応えのある仕事

をしたかったので、大変だと思い

ますが頑張ります。 

3　内藤千紗子さん 
　部活は中高と６年間、水泳部に

入っていました。全国中学で６位、

高１のとき国体で７位入賞の成績

を残せました。大学は慶應義塾

大学の環境情報学部に進学します。

将来は、音楽が好きなのでプロ

デューサーになりたいと思ってい

ます。愛知淑徳学園は、生徒が

活躍できる舞台を作ってくれる学

校だと思います。 
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3  /22
長久手キャンパス体育館 
●学部卒業生1030名 
●研究科卒業生53名 
■開式の言葉／学位記授与／学長
式辞／祝辞／在校生代表送辞／卒
業生代表答辞／大学歌／送別の歌
／閉式の言葉 

大 学 
第24回「卒業式（学部・大学院）」 

fri.thu.4   /4

sat.4  /6

sat.4  /6

2
1 2

3  　　   4

8

5　　　 6　　　 7

 
第28回「入学式（学部・大学院）」 


