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めに自身を陶冶すべく、努力を続けたいものです。

小松 祐一

文化活動発表会

生徒の皆さんは新年をどのように迎えたでしょうか。ま
た、
どのような誓いをたてたでしょうか。
私たち教職員は、

平成２６年１２月５日（金）
、本校第１体育館において文

生徒を心身ともに健全かつ逞しく成長させ、生徒の夢（目

化活動発表会が行われました。表彰された皆さん、おめで

標達成）の実現へ向け、誠心誠意、支援していきたいと存

とうございます。発表された皆さん、日頃の成果が十分に

じます。保護者の皆様とは、今年も協力、連携し、生徒た

発揮されていました。心に残る発表をありがとうございま

ちを応援していきましょう。本年もどうぞよろしくお願い

した。表彰者、発表者は以下のとおりです。

いたします。
クラッシク音楽初心者である私は、
「東急ジルベスターコ
ンサート」というテレビ番組に魅了されながら、新年を迎

＜表 彰＞
クリーンアップ運動感想文優秀者

えました。それは、新年へのカウントダウン曲の演奏で、

最優秀賞 ２年２組 小川真結香

指揮者・山田和樹さんの指揮棒がまるで時計の秒針のよう

優秀賞

３年２組 須藤

に音楽を刻み、演奏終了とともに新たな門出を迎える華や

優秀賞

１年５組 高橋 一喜

かな演出であり、深い感動を覚えました。その演奏曲は、

クリーンアップ運動ポスター

平和への祈りをメッセージとしたシベリウスの「フィンラ

最優秀賞 ３年５組 林

慧

和基

ンディア」でした。今年に入ってからの武装集団による世
界の混乱を予見しているかのようです。

校内読書感想文コンクール優秀作品

この一年が、生徒の皆さんにとって、将来の夢を語り、

最優秀賞 １年１組 関

千夏

希望を抱けるような社会であってほしいと思います。そし

優秀賞

２年５組 松田 芽唯

て、
夢の実現へ繋がる飛躍の年となることを切に願います。

佳 作

１年４組 菊地ありさ

機智に富んだ名将、豊臣秀吉の言葉に、
「負けると思えば
負ける、勝つと思えば勝つ。逆になろうと、人には勝つと

英語スピーチコンテスト

言い聞かすべし」というものがあります。単純な言葉です

明石杯高校生英語スピーチコンテスト

が、逆境に屈することなく、自身の鼓舞し、天下泰平の夢

レシテーションの部

に向け、必死に挑む姿が伝わります。
夢に向かって努力している一時一時が、確実に夢に近

群 馬 県 ５ 位 ２年４組 高橋 正一
利根沼田地区準優勝 １年５組 湯淺 紀香

づいているときではないでしょうか。
生徒たちも含め、
私たちは、いくつになっても夢を抱き、その実現のた

高校生の税に関する作文

沼田税務署長賞 ３年４組 角田 麻衣

【コンビニエンスストアとの共同商品開発】
（商品開発）

３年１組 佐々木芽衣 佐藤 千紘

「命の大切さを学ぶ教室」作文コンクール

竹本明日香 増田 瑠菜

賞 ２年４組 蝋山 加奈子
賞 ２年５組 佐藤

愛

【サッカーワールドカップ開催国になると…】
（自由研究）

３年３組 金古 一将 北川 幹久
野口 昌宏 馬場 瑠世

群馬県よい歯と口の学校コンクール
保健委員会代表 ３年５組 髙橋 微香

『課題研究』

作品制作

【ムービーメーカーを使ったコマ撮り動画】
平成２６年度商業教育ＰＲ用キャッチフレーズ

３年１組 塩野 拓也 髙橋 涼太

優秀賞 ３年４組 小林日菜子

綿貫 琢洋
３年３組 戸所 翔兵

第２１回群馬県産業教育フェアスローガンポスター募集

【パワーポイントを使ったアニメ】

ポスターの部佳作 ２年１組 閑野 有紀

３年１組 小野

萌 木口 亜弓

【フォトショップを使ったポスター】
第５１回全商情報処理検定試験

３年１組 小林 紗耶

第１級満点賞 ３年５組 田村実可子

３年２組 石田 里奈
【フォトショップを使ったパラパラ漫画】

＜発 表＞

３年２組 髙橋 拓真

クリーンアップ運動感想文優秀者
最優秀賞 ２年２組 小川真結香

「デパートゆにっと」発表
２年２組 押川 実咲

校内読書感想文コンクール優秀作品
最優秀賞 １年１組 関

２年３組 須藤 亨太
千夏

英語スピーチコンテスト

２年４組 佐藤 真由
学校保健委員会発表

明石杯高校生英語スピーチコンテスト

３年３組 阿部 宙貴

レシテーションの部

３年４組 佐々木 廉

群馬県５位 ２年４組 高橋 正一
高校生の税に関する作文

３年５組 井浦 弥彦
利根沼田広域市町村圏振興整備組合委託

沼田税務署長賞 ３年４組 角田 麻衣

【地域素材活用アイデアレシピ開発に関する報告】
（パソコン部）

『３年地域経済科選択授業』

音楽セミナー

３年３組 牧 瀬梨香
２年２組 櫻澤

綾

【ディズニーメドレー】
３年１組 飯塚 千晴 佐々木芽衣
竹本明日香
３年２組 岩田 祥太 髙橋 拓真
３年３組 永井 祐希 牧 瀬梨香

生徒研究発表
・群馬県高等学校生徒研究発表会 優秀賞 (パソコン部)
【Trust ～地域の魅力を商品に込めて～】
３年２組 髙橋 彩季
３年４組 松井しずか

『３年地域経済科選択授業』

食文化

【冷え性について～食事で改善～】
３年３組 青木めぐみ 松本 花林

３年５組 林

和基 横坂 真哉

２年１組 閑野 有紀
１年１組 小林 秀弥
１年４組 小澤 康平

『課題研究』

調査研究

り、くれぐれも事故に遭わないように生活して下さい。
＜文化活動発表会の様子＞

＜交通安全教室の様子＞

小講演会
平成２７年１月１６日（金）放課後に図書室で小松教頭
先生の小講演会が行われました。小松先生は幼い頃、交通
事故に遭い、体が不自由になり、毎日が試練のようだった
こと、厳しい学生生活を送っていたこと、過酷な環境の中
で司馬遼太郎の本に出会い教員を目指すようになったとの
ことでした。毎朝３時に起きて勉強して教員になり、初め
て担任をした女子クラスのような学校では、厳しい指導の
結果、
「鉄のカーテン」ぐらいの壁があったが、がむしゃら
の３年間を送り、格別な思い出があるとのことです。高崎
商業高校に勤めている春休みに階段から転落して腰の骨を
折る大怪我を負って生死の境を彷徨ったことがあるそうで
す。
大手術を受け、
危険な状態のためＩＣＵで過ごす中で、
家族には「足が一本無くなっても、例え幽霊になっても必
ず家に帰る。
」と伝え、教え子が看護師をしており、夜勤の
度に色々な話をしてくれて勇気づけられ「教員をしていて
良かった」と感じたそうです。３ヶ月くらい体を動かせな
く車いすで移動するのも駄目かもしれないと医者に言われ、
「歩けないのか」と落ち込み自暴自棄になったそうです。

交通安全教室

しかし、小学校の時の恩師が見舞いに来てくれて「焦るん
じゃないよ」という言葉をかけてもらい、リハビリを始め
てからはおじいちゃんやおばあちゃんと一緒に頑張り、人

平成２７年１月１４日（水）６限に第一体育館で交通安全

の優しさや思いやりに感じて感動して生きる希望を提示さ

教室が行われました。当日はＪＡＦ群馬支部事業課交通環境

れたとのことでした。
会話が困難な子供と仲良くなり、
様々

係の松岡嘉明さんが「事故を起こさない・事故に遭わないた

な話をし、その子供が「学校は楽しそうだね、行ってみた

めに」という演題でお話をしてくれました。自動車が人や自

い。
」とよく言うのを聞いて、社会の中で失いかけたものに

転車に接触事故を起こした場合、１００％自動車が悪いこと

気づかされたそうです。怪我があったからこそ利根商に来

になってしまうなどは現在教習所に通っている３年生はこれ

られ、いい学校・いい先生・生徒に巡り合えたとおっしゃ

から自動車を運転するようになれば直面する知らなければな

っていました。
「神は、時に重たい試練を与える。しかし、

らない事実であり、みんな真剣に聞いていました。１・２年

乗り越えられない試練は与えない。
」
教頭先生の貴重なお話

生も普段自転車で出かける際には、交通マナーをしっかり守

を聞いて普段の授業では学べないことをたくさん学べる良

い機会となりました。
＜小講演会の様子＞

２月の学校行事予定
１月 ２９日（木）～２月３日（火） ３年学年末試験
２月

１日（日）全商商業経済検定
５日（木）送別会（利根沼田文化会館）
６日（金）
・９日（月）前期選抜願書受付
１２日（木）～３年家庭学習入り
１６日（月）前期選抜入試
１８日（水）日商販売士検定
２０日（金）前期選抜合格発表
２２日（日）日商簿記検定
第３回実用英語検定（２次）
２３（月）～２６日（木）１・２年学年末試験
２５（水）
・２６日（木）後期選抜願書受付

全人教育講演会Ⅱ

〈 全人教育講演会Ⅱの様子 〉

２７日（金）卒業式準備・予行、同窓会入会式

