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平成２６年度を迎えて
校長 大嶋 伊佐雄
記録的な大雪に見舞われた厳しい冬が去り、みなか

自分自身がいきいきしてきます。
「学校が好きだ、

みの地にも本格的な春が訪れ、桜の花が爛漫と咲き誇

誇りを持っている」と言える利根商生になってく

り絶景が広がっています。

ださい。

４月８日に平成２６年度第４２回入学式が挙行さ

三つ目は、高校生としての自覚を持ってくださ

れ、１４９名の新入生が本校に入学し、学校として新

い。高校は、社会へ出る準備をするところです。

たなスタートを切ることができました。新入生の皆さ

学校は勉強するところであることを再認識し、勉

んも、対面式等新年度の諸行事を終え、ようやく学校

学に取り組んでください。進路選択の幅を広げ、

生活にも慣れ、余裕が出てきた頃ではないでしょうか。

進路実現、さらには自己実現を果たすために勉強

２・３年生も初々しい後輩たちが入学したことで、新

するのです。また、部活動や学校行事を通して健

たな自覚と責任を感じていることと思います。平成２

康な心とからだを作ってください。心とからだの

６年度が順調に歩みだし、生徒の皆さんの清々しい挨

健康がすべての土台です。

拶と明るい元気な笑顔が、日一日と増して来ているこ
とを強く感じます。
さて、生徒の皆さんに始業式や入学式等で、充実し
た高校生活を送るために三つのことを中心に話をし
てきました。

一人でも多くの生徒の皆さんが先述したよう
な思いで学校生活を送ってくれることを心から
願っています。
また、利根商は地域や近隣の中学生や保護者か
ら信頼が寄せられており、期待される学校となっ

一つ目は、将来の夢や目標を掲げて、努力して欲し

ています。これまで以上に、
「地域と連携した開

いということです。目標を持つことは、生活を充実さ

かれた学校づくり」に取り組み、魅力ある高校と

せる基盤であります。確かな目標を定め、失敗を恐れ

して、
「地域から愛され、信頼され、地域から必

ず何度でも挑戦し、自ら、一歩前に踏み出す行動をと

要とされる高校」として、高校づくりに取り組ん

ってください。苦しいときもありますが、努力を真摯

でいきます。

に継続することで、未来も広がってきます。初心を忘

本校の校訓である「自主自律」を常に心に留め

れず、何事にも積極的にチャレンジしていってくださ

ながら、生徒の皆さんと全教職員が力を協せ、す

い。

べての教育活動に一つ上のステージを目指すと

二つ目は、利根商業高校を好きになってほしいとい

いった姿勢で邁進していきたいと思います。

うことです。利根商生であることに「誇り」を持って

新しい年度・学年が充実した日々となり、学習

欲しいのです。先輩や同級生の「存在」に感謝し、学

活動・部活動等の活躍を祈念して、年度当初の挨

校や友達や所属する部の為に行動しているとなぜか

拶といたします。

新着任教職員の紹介
今年度も新たに１１名の先生方を迎えました。
着任の御挨拶を申し上げます。よろしくお願いいた
します。

教諭 齋藤 亜美（商業）
はじめまして。今年度からお世話になります齋
藤亜美です。皆さんの高校生活が充実したものと
なるようサポートしていきたいと思います。一緒

教頭 小松 祐一（商業）

に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。

この度、教頭を拝命しました小松と申します。半世
紀に及ぶ崇高な伝統を有する利根商業に赴任し、教育

教諭 松田 萌香（国語）

活動に携れることに誇りと責任を感じています。初め

今年度国語教諭として着任致しました松田で

て校門をくぐったとき、生徒の皆さんの明るく爽やか

す。教員、また社会人としてもスタートを切った

なあいさつには、清々しい気持ちになりました。礼節

ばかりで至らない点も多々あるかと思いますが、

を尊び、全人教育を実践している校風が伝わりました。

生徒の皆さんのため尽力していきたいと思いま

本校で学ぶ皆さんがより成長し、自己実現が果たせる

すのでよろしくお願い致します。

よう誠心誠意、応援させていただきたいと思います。
保護者の皆様には、学校と一体となった教育を進め
られるよう、ご支援の程、どうぞよろしくお願い申し
上げます。

教諭 竹原 幹人（保体）
今年の 4 月から利根商業高校に赴任しました
竹原です。今年大東文化大学スポーツ科学科を卒
業しました。若いなりに精一杯頑張りますので、

教諭 小菅 大成（保体）

よろしくお願いします！

今年度より、沼田高校から赴任してきました小菅大
成と申します。教科は保健体育で専門はサッカーです。
これから、みなさんのために全力を尽くしていきたい
と思います。よろしくお願いします。

教諭 小滝 剛司（商業）
今年度より前橋商業から参りました小滝 剛
司（こだき つよし）と申します。教科は商業で
す。少しでも早くみんなの力になれるよう精一杯

教諭 堀越 光朗（保体）
今年度より利根商業高校に参りました。堀越光朗

頑張りたいと思っているのでよろしくお願いし
ます。

（ほりこし みつあき）と申します。専門は剣道です。
気合をいれて、充実した高校生活を送っていきましょ
う。よろしくお願いします。

教諭 高橋 勝賢（商業）
今年度より利根商業高校に赴任しました高橋
勝賢と申します。担当教科は商業です。皆さんの

教諭 萩原 良明（商業）
今年度嬬恋高校から赴任してきました萩原良明で
す。商業科教員として、2 年 3 組担任として、男子バ

学校生活をより充実にしたものになるようにサ
ポートしていきたいと思います。よろしくお願い
します。

スケットボール部顧問として利根商の為に尽力して
いきますので宜しくお願いします。

教諭 高橋 裕美（家庭）
今年度利根商勤務になりました高橋裕美（たか

教諭 小池 将也（商業）

はしひろみ）です。教科は家庭科です。主に３年

今年度より赴任しました小池将也です。新採用とし

の授業となりますが、茶道部や利根商モールを通

て初めての高校が利根商業高校となり、皆さんと会え

じて皆さんと触れ合えればと思います。よろしく

ることを楽しみにして来ました。進路に向けて全力で

お願いします。

サポートしていきたいと考えていますので、よろしく
お願いします。

離退任者
平成２５年度末の人事異動により、次の教職員が
転退出いたしました。新たな地でも、力を発揮して
くれるものと思います。在職中はいろいろとご支援
いただきありがとうございました。
＜退職＞
教諭 高橋 泰誌
＜転出＞
教頭 名塚 康恵

（福祉・家庭）県立ろう学校へ

教諭 原澤かおる

（国語）利根実業高校へ

〃

酒井

忠

（保体）渋川女子高校へ

〃

桒原

豪

（保体）国体事務局へ

〃

荒井 博幸

（商業）渋川青翠高校へ

〃

金子 裕晃

（保体）渋川青翠高校へ

〃

高橋 勝貴

（商業）前橋商業高校へ

〃

安原 淳和

（商業）渋川青翠高校へ

〃

山宮 友一

（商業）太田フレックス高校へ

〃

遠藤 里子

（家庭）渋川青翠高校へ

新入生代表宣誓

入 学 式
野球部による校歌紹介

４ 月８日（火）に第４２回の入学式が行われ、
新入生１４９名が利根商業高校の一員となりました。
式典の後には野球部による校歌紹介や吹奏楽部による

対 面 式

歓迎演奏もありました。
４月９日（木）に対面式が行われ、新入生は２・
３年生から暖かく迎えられました。１年生と３年生
のクラス代表が握手を交わし、これから始まる学校
生活に向けて交流の第一歩を踏み出しました。

学校長式辞

模擬株式会社利根商モール 入社式

剣に受けること、
そして少しの失敗で落ち込まない、
打たれ強い心をもってほしいと伝えてくださいまし

４月１４日（月）１時間目に、新入生を対象とした

た。また、先生は本校のＯＧとして、中学生が入学

模擬株式会社利根商モールの入社式が本校柔道場にて開

したいと思う高校を在校生たちで築き上げていって

催されました。３年生の役員による説明がありました。

ほしいとの熱い思いもお話ししてくださいました。

利根商モールは平成２１年度から実施している行事です。
日ごろの授業の成果が接客マナーに出ると、１年生に真
剣に説明していました。
本年度の利根商モールは１０月１８日
（土）
ですので、
多くの保護者のご来場をお待ちしております。

講師の伏嶋登志子先生

４・５月の行事予定
＜４月＞
２８日（月）スポーツテスト
１・２限（２年）３・４限（１年）
５・６限（３年）

開校記念式典・講話

３０日（水）交通安全教室
４月１６日（水）に第５６回の開校記念日を迎えまし
た。当日の記念講演では、
「高校生のみなさんに今伝えた

＜５月＞

いこと～これからの人生をみんなで楽しもうよ～」とい

１日（木）心臓検診（１年）

う演題で、東和銀行執行役員職員研修所長人事部長の

２日（金）胸部Ｘ線撮影（１年）

伏嶋登志子先生にお話しをいただきました。先生は本校

７日（水）生徒総会、高校総体壮行会

のご卒業であり、高校時代に得たこと、そして社会人に

３年進路模試③

なってからの経験をもとに学んだことをわかりやすくお

９日（金）高校総体

話ししてくださいました。笑顔がとても素敵で、はつら

１２日（月）ＰＴＡ総会代休

つと輝いている先生は、常に前向きにものごとをとらえ

１３日（火）～１７日（土）いじめ防止あいさつ週間

ており、在校生にとっても教職員にとっても目標とすべ

１４日（水）３年進路希望調査②

きお人柄であります。また、先生は毎朝のシャンプーに

１７日（土）ＰＴＡ総会

よって仕事と私生活の切り替えをおこなっており、職場

２１日（水）～２３日（金）１学期中間試験

では常に明るく、そして良い仕事をするためには嫌いな

２３日（金）学年集会・服装頭髪検査

人を作らないよう、自分から歩み寄ることを心がけてい

２６日（月）再試験

るとおっしゃっていました。高校生には、社会に出ても
勉強はまだまだ続くため、まずは今できる「授業」を真

衣替え移行期間（～３１日）
２８日（水）３年進路ガイダンス②

