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野泰成君、生徒会長の山崎真奈さん。金井貞徳校長を交え、昨年の出来事や将来への夢を語り合った。
（文中一部敬称略）

これ からの 夢

高 校 生 へメッセ ージ

西澤 健太
松商学園普通科２年

松商学園普通科３年

坪田 かつては松商学園といえば野球のイメージが
強かったですが、今は野球、サッカー、柔道、ほかにも
さまざまな分野で全国の上を目指している生徒がた
くさんいます。飛び抜けた活躍をする人がいると、い
い連鎖反応が起きて周りの人も高みを目指すように
なる。そんないい環境が松商にはあるのではと思っ
ています。
飯島 最近は地方都市の高校からプロ選手になる
選手が出るなど、昔より夢を具体的にイメージしやす
くなっていると思います。活躍する生徒に刺激を受け
て触発されるのはすごくいいことでは。
大月 世界レベルの選手が増えているのを見るの
は、
ＯＢとしてうれしい。野球部もプレッシャーがかか
るかもしれないが、それぞれに目標を持って頑張って
ほしいと思います。

大月 弘士

松本山雅社長

信濃グランセローズ副社長

塩澤 選手が主導して練習するというシステムで、
全国大会に出場することができました。とにかく常に
練習のことをみんなで考え、
こんなにサッカー漬けに
なったのは初めて。チームメートや多くの人が応援し
てくれて、公式戦は応援スタンドがチームカラーの青
一色に染まります。声援も他のどのチームより大き
く、気持ちで負けたことは一度もありませんでした。
大月 松商や松本大学のサッカーが強くなりレベル
が上がると、山雅の良い練習相手になる。また松本大
サッカー部から山雅に入社したスタッフもいます。そ
うやって地域で連動していけたら素晴らしいこと。
西澤 硬式野球部が昨年１００周年を迎えました。昨
年は残念ながら甲子園出場はなりませんでしたが、
式典や記念試合などを通じて松商野球部の歴史と伝
統をあらためて感じる一年でした。チーム一丸とな
り、
１０１年目の新たな一歩を踏み出したいです。
飯島 野球部は結果を求められるから相当プレッシ
ャーがあると思う。ただ絶対に勝つんだという強い気
持ちは持ちながらも、楽しむことが一番大切。主将と
してやるべきことをしていれば、みんな付いてきてく
れるから肩の力を抜いて頑張って。
西澤 ありがとうございます。頑張ります。
平野 ３年間、
ＮＨＫのど自慢や歌謡番組などに出演
し、
また学校行事でも歌を歌えたことは本当に楽しか
ったです。先日、日本テレビ系列で放送されたコンテ
ストでは全国５位だったので、次は全国優勝を目指し
たいです。
山崎 生徒会長として１年間充実して貴重な経験が

躍進する松商学園の
後 輩を見 て

サッカー部主将として全国大会出場

大月 松商はいい人たちが育っています。人間、い
つどこで大成するか分からない。高校時代に人生の
全国のど自慢大会など多数出場
基盤となることをしっかり学んで将来に生かしてほし
いと思います。
出口 今後はオリンピックも視野に練習していくが、
飯島 年を追うごとに、松商を卒業して本当によかっ
シニアの大会で勝たないと出場できないので、
まず
たと思います。ユニークさをつぶさずに成長できる
は試合に出られるようにしっかりアピールしていきた
どんな勝負も楽しんで取り組んで
いです。大学の法学部に進学が決まっているので、松 坪田 私学のいいところは、自分のやりたいことが 場所。部活や勉強、
３年間に人格形成ができる教育の形が、 ほしいし、
自分もそうありたいと思っています。
商でやってきたことを生かして柔道に取り組んでい できること。
松商にはあると思います。一球入魂という言葉があ 金井 大先輩の皆さんの熱いメッセージが生徒たち
きたいです。
大月 ぜひ東京オリンピックで金メダルを期待して りますが、何事も練習でどれだけやったかということ に届いたと思います。学校は青春の舞台。お互いに
が本番の試合にあらわれる。忍耐と努力を持ってやっ 切磋琢磨（せっさたくま）
して力を引き出し合い成長
います。
塩澤 高校３年間の最後の年に、自分たちらしいサ ていけば必ずいい結果につながります。ぜひ３年間 できる、そんな場であれたらと願っています。
ッカーで全国出場ができて本当に良かった。仲間や に自分なりの成果を残してほしいと思います。

山崎 真奈

松本市副市長

飯島 泰臣

大月 松本山雅はＪリーグ２年目のステージ。序盤は
ホームで勝てない期間が続いて選手たちも苦しみま
したが、反町監督のぶれない戦術や厳しい練習、
スタ
ッフの努力が実を結び、中盤から結果を出すことがで
きました。
リーグ中位の予算の中で、前年の12位か
ら７位へ順位を上げられたことは誇ってよいはず。ま
た昨年も多くの人がアルウィンに足を運んでくれて
平均入場者数が１万１０００人を超えました。入場者
数はわれわれにとって一つの大事な指標なので、今
後も追い求めていくべき成果だと思っています。
飯島 チームの成績としては残念な１年でしたが、
チ
ームの３本柱「優勝・育成・地域貢献」の中の「育成」
と
「地域貢献」では成果を上げることができました。特
に柴田健斗選手が、
ＢＣリーグから唯一、
ＮＰＢのオリ
ックスに７位で入団。今後も自分のチームはもちろ
ん、
ＢＣリーグ自体を活性化させ、育てていきたい思
いがあります。いずれ世界の中でも通用する育成リ
ーグになっていけばいいと思います。
金井 生徒の皆さんも昨年はさまざまな分野で大
活躍しました。
出口 昨年は柔道のインターハイで全国２位。また
グランドスラム東京やグランプリ・チェジュなど多くの
世界大会に出場しました。シニアの国際大会は初め
てで緊張しましたが、世界の舞台で結果が残せてよ
かったです。

坪田 明男

昨年を振り返って

できました。特に文化祭運営は大変なこともありまし
たが、人生で役立つような大きな体験になりました。
金井 生徒たちには校歌にもある「邁往進取（まい
おうしんしゅ）」ということを常に伝えています。困難
にめげず、ひたすら挑戦してほしい。自分の目標とな
る塔を立て、それを常に見据えて頑張ってほしいと思
っています。人生において高校時代の体験はとても
大きい財産です。今やっていることを夢中で頑張れ
ばいつか花開くはずです。

＜偶＞

２日︑全国大会で広島皆実高と対戦したサッカー部

下３年）、全国大会に出場したサッカー部主将の塩澤大君、高い歌唱力でのど自慢大会などに出場した平
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松商学園普通科３年

在校生は硬式野球部主将の西澤健太君（２年）、柔道世界大会57㌔級で優勝した出口クリスタさん（以

先生、支えてくれた多くの人に感謝の気持ちでいっ
ぱいです。卒業後は、
しっかり勉強して警察官になる
のが今の夢です。
山崎 いろいろな部活で常に挑戦し続ける皆さんの
姿を見て、勇気をもらい、自分もまた頑張ることがで
きました。個性あふれる松商学園で体験した多くの
ことを大学やこれからの人生に生かしていきたいで
す。
平野 今後は、柔道整復師の国家資格取得に向けて
勉強し、いつか整体院を開業するのが夢です。もちろ
ん大好きな歌はこれからも続け、全国優勝を目指し
ます。
西澤 偉大な先輩の話が聞けてよかったです。チー
ム全員で、今年の夏は絶対に勝って甲子園に行こう
と盛り上がっています。もう一回、松商旋風を起こす
気持ちで頑張ります。

報

松商学園普通科３年

大月さんと飯島さんは硬式野球部の同期で共に練習に励んだ仲だ。

松商学園高校校長

野球ＢＣリーグ信濃グランセローズ副社長の飯島泰臣さん。坪田さんは松商在学中応援団員として活躍、

情

平野 泰成

開いた。
ＯＢは、松本市副市長の坪田明男さん、サッカーＪ２松本山雅運営会社社長の大月弘士さん、プロ

柔道部女子57㌔級で世界大会優勝

世界の強豪選手を相手に果敢に戦った出口選手

松商学園高校は、昨年活躍した在校生５人と、各界で活躍中のＯＢ３人の座談会を校内の歴史栄光室で

金井 貞徳

Dre a m Ta l k i n g

松商学園普通科３年

新春特別座談会

ン

塩澤 大

松商学園高等学校

出口 クリスタ

全国や世界で大きく躍進する松商在校生とＯＢ
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野球部創部１００周年を記念して、早実、慶応高校と試合をした

平成25年度生徒会長

平成26年度

1. 【募集定員】

●

●

入学選抜要項

普通科 370名（男女）
60名
特別進学コース
70名
選抜進学コース
文理進学コース 120名
総合進学コース 120名
商業科 80名（男女）

2. 【選抜日程】
入試区分

入試形式

硬式野球部主将

松商学園卒業生就職セミナー
本校卒業生のための就活セミナーです

【日時】 ２０１4年１月11日（土）
１３：３０〜１６：３０
【 場所】 本校中校舎6階メディアホール

参加無料・入退場自由
願書受付
開始日

終了日

選抜日

発表日

推

薦 入試

集団面接

1月15日

1月17日 1月22日 1月30日

併

願 入試

集団面接

1月15日

1月17日 1月23日 1月30日

一

般 入試

学力検査

2月13日

2月17日 2月20日 3月 3日

帰国生 入試

個人面接

1月15日

1月17日 1月22日 1月30日

2月13日

2月17日 2月20日 3月 3日

【対象学生】
・2015年３月大学・短大・専門学校等
卒業予定の本校卒業生
・2011年３月以降に上記学校を卒業し、
新卒扱いとして就職希望の本校卒業生
【特別講座】12：30〜13：20
・
「長野県の就職環境は？」
・
「企業に響く！エントリーシートの書き方」
お申し込み、お問い合わせ
マイナビ長野支社松本営業所松商学園
セミナー係 ℡0263-38-0161

創 立 115年『自主 独 立』誇りに邁 進

〒390-8515 松本市県3丁目6番1号 TEL.0263-33-1210（代）
http://www.matsusho-h.ed.jp nyushi@matsusho-h.ed.jp
商業科 ◎会計システムコース ◎ITメディアコース
普通科 ◎特別進学コース ◎選抜進学コース ◎文理進学コース ◎総合進学コース

