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１学年オリエンテーション
４月２２日（火）
、２３日（水）に学校内
において、１学年のオリエンテーションが行
われました。２２日の午前中は、１学年の先
生方から自己紹介をしていただき、このオリ
エンテーションを２日間行う目的が話され
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は皆困惑していましたが、最終日にはテキパ
キと行動することができるようになってい
ました。この貴重な経験を生かし、利根商生
としてのスムーズなスタートを切ってほし
いと願っています。

ました。その後、集団行動訓練を行いました。
内容は、行進訓練をメインにクラス別、男女
別そして１年生全員で歩調を合わせること
により他人と合わせることの難しさや大切
さを学ぶことができました。午後には、教務
主任の内藤先生、生徒指導主事の石井先生、
進路指導主事の石原先生、商業科主任の新井
先生にオリエンテーションをしていただき
ました。その中で新井先生より行われた商業
科についてのオリエンテーションでは、
「利

饗庭先生による歌唱指導

根商で学ぶ商業科目」というテーマで、これ
から学んでいく内容について詳しく説明が
ありました。
２日目は、レクリエーションが行われ、校
歌発表会と綱引きを行いました。校歌発表会
ではクラスごとに発表し、先生方や生徒採点
者による採点が行われ、５組が優勝という結
果になりました。また、綱引きでは、男女と
もに５組が優勝しました。
普段では体験できないことばかりで、最初
クラス対抗綱引きの様子

生 徒 総 会
５月７日（水）に本校第１体育館にて生徒
総会が開催されました。校長先生、生徒会長
の挨拶の後、平成２５年度生徒会決算・事業
報告及び平成２６年度予算及び事業計画の
承認等が行われた他、生徒会活動方針が提示
されました。

群馬県高校総合体育大会壮行会
５月７日（水）に本校第１体育館にて、第
４９回群馬県高校総合体育大会壮行会が開
催されました。出場する部活動はそれぞれが
掲げた目標に向けての意気込みを述べ、全校
生徒からは応援の気持ちとして校歌が、そし
て野球部生徒からはエールが贈られました。

バスケットボール部（女子）
１回戦 利根商 ２３－１１３ 伊商
ソフトテニス部（男子団体）
２回戦 利根商 ３－０ 前橋育英
３回戦 利根商 １－２ 農二
ソフトテニス部（女子団体）
１回戦 利根商 ２－１ 前商
２回戦 利根商 ０－２ 藤岡中央
ソフトボール部 ベスト８
１回戦 利根商 ５－２ 館林女子
２回戦 利根商 ５－２ 太女
３回戦 利根商 １－９ 太商
卓球部（男子）
[団体] １回戦 利根商 ３－０ 高工
２回戦 利根商 １－３ 太商
[個人] シングルス ベスト３２
３年１組 坂戸一喜

第４９回群馬県高校総合体育大会
今年度の群馬県高校総体は５月９日（金）
～５月１１日（日）に県内各地で開催されま
した。
（陸上競技は５月１５日（木）～５月
１８日（日）に正田醤油スタジアム群馬で行
われました。
）
試合結果は以下のとおりです。
サッカー部
２回戦 利根商 ４－２ 太商
３回戦 利根商 １－１ 健大高崎
（ＰＫ４－２）
４回戦 利根商 ０－５ 前商
バレーボール部（女子）
１回戦 利根商 ２－０ 利根実
２回戦 利根商 ０－２ 常磐
バスケットボール部（男子）
１回戦 利根商 ７４－３７
玉村
２回戦 利根商 ４４－１３６ 桐一

卓球部（女子）
［団体］１回戦 利根商 ３－１ 長野原
２回戦 利根商 ０－３ 吾妻
［個人］ダブルス ベスト１６
２年１組 阿部愛華
２年１組 湯原愛耶佳
柔道部（男子団体）
１回戦 利根商 ５－０ 富実
２回戦 利根商 ０－５ 前商
敗者復活戦 利根商 ２－２ 高高
（内容負け）
柔道部（女子団体）
１回戦 利根商 ０－３ 勢多農
敗者復活戦 利根商 ０－３ 育英
剣道部（男子）
１回戦 利根商 ０－２ 館林
剣道部（女子）
１回戦 利根商 ０－５ 沼女

弓道部（男子団体） 予選敗退
弓道部（女子団体） ９位
空手道部（男子）
［個人組手］２回戦 利根商 ０－５ 太田
［個人型］ １回戦 利根商 ０－６ 高工
陸上競技部
予選敗退（自己ベスト９名）

ＰＴＡ懇談会、学年懇談会
５月１７日（土）５時間目に授業参観が行
われ、その後ＰＴＡ懇談会と学年懇談会が開
催されました。今年度からは土曜日に実施す
るという初の試みでしたが、多くの保護者の
皆様に参加していただき、意義のある懇談会
になりました。
第１学年ＰＴＡ懇談会では、学科選択と修
学旅行について、第２学年ＰＴＡ懇談会では
進路ガイダンスを中心に、第３学年ＰＴＡ懇
談会では、進学・就職の説明や四輪教習の手
続きの説明が行われました。
なお、８月１７日（日）にはＰＴＡミニバ
レーボール大会が行われます。奮ってご参加
ください。

第１６回吹奏楽部定期演奏会

利根商吹奏楽部第１６回定期演奏会
日 時：７月６日(日) 13 時開場 13 時半開演
場 所：利根沼田文化会館大ホール
入場料：300 円
第１部：利根ショウ組曲第 16 番
～吹奏楽の響き～
○マードックからの最後の手紙
○イギリス民謡組曲
他
第２部：TONE ミュージックチャンネル
○レ・ミゼラブルメドレー
○およげ！たいやきくん in Swing
他
第３部：夢の国に迷い込んで
～「不思議の国のアリス」より～
○A Disneyland Celebration
他
吹奏楽の演奏はもちろん、ダンスや歌、物語風の
演出を交えてお送りします。ぜひお越しください。
【お問い合わせ・チケット購入】
顧問 饗庭麻里 生方さおり 金井智美
吹奏楽部員まで
※当日券もございます。

６月の行事予定
２日（月）衣替え
３日（火）第１回避難訓練
６日（金）第１回実用英語検定１次試験
８日（日）日商簿記検定試験
１０日（火）３年進路模試④
１１日（水）前期株主総会
３年進路希望調査③

７月６日（日）
、本校吹奏楽部による
第１６回定期演奏会が行われます。

１３日（金）第１回マナーアップ運動
１４日（土）群馬県商業競技大会
１５日（日）全商珠算・電卓実務検定
１６日（月）～２０日（金）簿記週間
１８日（水）
・１９日（木）
・２０日（金）
インターンシップ（２年地域経済科）
１８日（水）３年進路セミナー
２２日（日）全商簿記実務検定
２３日（月）～２７日（金）
全校一斉面接週間
２９日（日）全商ビジネス文書検定

