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文化活動発表会
平成２７年１２月４日（金）
、本校第１体育館に
おいて文化活動発表会が行われました。
発表者は、

平成２７年度商業教育ＰＲ用キャッチフレーズ
優秀賞

３年５組 石田 沙織

日頃の成果が十分に発揮したすばらしい発表を行
っていました。心に残る発表をありがとうござい
ました。表彰者、発表者は以下のとおりです。

第２２回群馬県産業教育フェア
スローガン・ポスター募集ポスターの部
最優秀賞

３年１組 閑野 有紀

＜表 彰＞
クリーンアップ運動感想文優秀者

第２２回群馬県産業教育フェア

最優秀賞

３年５組 岩﨑 麻央

優秀賞

２年５組 千田美沙希

優秀賞

１年１組 星野

陸

高校対抗税金クイズ（電卓・簿記部）
３

位

３年２組 岡田 勇輝
３年４組 中島浩太郎
３年５組 星野 文哉

クリーンアップ運動ポスター
最優秀賞

３年１組 閑野 有紀

全国高等学校生徒商業研究発表大会
優良賞 パソコン部

校内読書感想文コンクール優秀作品

３年１組 閑野 有紀

最優秀賞

３年３組 橋本 郁穂

優秀賞

２年１組 神保恵理香

優秀賞

１年２組 峰川 美咲

全国商業高等学校英語スピーチコンテスト
群馬県予選スピーチの部
優良賞

２年５組 田村

巴

高校生の税に関する作文
沼田税務署長賞

１年２組 関

碧衣

３年２組 櫻澤
綾
２年３組 小澤 康平
１年１組
雅也
１年２組 川端 雄哉
千木良優斗
１年４組 飯塚ｱﾝﾄﾞﾚｲ

＜発

表＞

学校保健委員会発表

クリーンアップ運動感想文優秀者
最優秀賞

【身近な細菌について考えよう】

３年５組 岩﨑 麻央

３年１組 吉野
３年５組

陸

中村さやか

田 麻美

校内読書感想文コンクール優秀作品
最優秀賞

３年３組 橋本 郁穂

『課題研究』 調査研究
【地域貢献活動～みなかみ町にできること～】

全国商業高等学校英語スピーチコンテスト

３年３組 青栁 勝大

群馬県予選スピーチの部
優良賞

２年５組 田村

巴

高校生の税に関する作文
沼田税務署長賞

大木 日向

須藤 享太

中島

原澤

和南城修平

遼

駿

『課題研究』 作品制作

１年２組 関

碧衣

【パワーポイントでアニメーション作成】
３年３組 林

生徒研究発表

裕也

真庭 優作

【パワーポイントでミュージックビデオ作成】

全国高等学校生徒商業研究発表大会 優良賞

３年３組 木内 なな

【CHALLENGE TO THE POSSIBILITY

藤塚小百合

林

美希

～地元の民話でインバウンド観光～】
パソコン部

『総合実践』 楽天ＩＴ学校

３年１組 閑野 有紀
３年２組 櫻澤

ナレーション ３年５組 入澤 茉夢

綾

２年３組 小澤 康平
１年１組
雅也
１年２組 川端 雄哉
１年４組 飯塚ｱﾝﾄﾞﾚｲ

星野 七海
【アメチワータ】

【地域素材活用アイデアレシピ開発に関する報告】

３年２組 櫻澤

阿部 佑哉

片野 一樹

金子 拓美

清水

中島 康博

千木良優斗

利根沼田広域市町村圏振興整備組合委託
パソコン部

３年５組 阿部 佳功

星野 文哉
【Nskw と愉快な仲間たち】
３年５組 高野 朋也

田村 幸太

西河 拓哉

山岸 孝気

岩﨑 麻央

佐藤

愛

澤口

司

綾

１年２組 川端 雄哉
「デパートゆにっと」発表
３年３組 須藤 享太
３年５組 澤口

村山 璃子
【SHINE UNION’s】
３年５組 小林 憲明
林

司

２年１組 山田 佳耶
２年３組 田村 愛珠

亮

紀宏

藤村 和樹

吉澤 大貴

渡部 駿太

『３年地域経済科選択授業』 フードデザイン
【風邪に効く料理】
３年３組

峻
水落 榛城

真庭 優作
山浦

涼

『３年地域経済科選択授業』

【ジングルベル、恋人たちのクリスマス、ハナミズキ】

３年１組 小林 裕樹

堤

省悟

石坂 夏美

木村 絵莉

関

福島陽菜子

葉月

山田有希奈
３年２組 星野 玲央
上村 結衣

林

千尋

平成２７年度第２３回全国高等学校生徒商業研
究発表大会が、１１月２５日（水）～１１月２７
日（金）に青森県青森市リンクステーションホー
ル青森にて実施され、パソコン部が出場し、優良
賞を受賞しました。

宮田 拓海
清水

栞

田村 千栄
３年３組 須藤 享太

パソコン部

音楽セミナー

この大会は、
「商業を学ぶ生徒が商業に関する課
題を設定し、その解決を図る一連の研究活動のな
かで、生徒の問題解決能力や創造的学習態度を育

今井 澪奈

てるとともに、
その成果を発表する機会を通して、
生徒の表現力やコミュニケーション能力を育成す
る。
」という目的のもと実施されています。そのた
め、パソコン部では商業の目線で地域貢献に結び
つく活動を商業研究活動として取り組んでいます。
今年度の取り組みは、インバウンド観光での外
国人観光客数の増加から、外国人にみなかみ町の
歴史・文化に触れてもらうきっかけ作りとして、
みなかみ町の「民話」に注目しました。その民話
を英訳してミニ絵本を作成し、外国人観光客に無
料配布をすることや、ミニ絵本を電子書籍化して
いくという取り組みを行いました。また、ミニ絵
本作成の諸費用をクラウドファンディングという
インターネットで資金の出資協力を募るシステム
を利用し、多くの方々にご協力していただき、目
標金額を達成し作成することができました。これ
らの内容をまとめ、県大会、関東大会、全国大会
と発表をしてきました。今年度も、多くの方にご
協力をいただき、全国大会に出場ができましたこ
とを本当に感謝しております。
また、
群馬県きのこ料理コンクールにおいて
「マ
イタケのおかずミルクレープ」を出品し、優良賞
を受賞しました。マイタケのおかずミルクレープ
は、もちもちしたミルクレープの生地に、チーズ
やハム、マイタケなどをはさみ、仕上げにソース
とマヨネーズをかけた作品でした。試食された方
からは、クレープの生地とマイタケの旨味がうま
く絡み合っていると高評価でした。

キャリア教育セミナー（1 学年）
１学年は１２月１６日（水）
、進路意識向上週間
における最初の行事としてキャリア教育セミナー
を行いました。このセミナーは、様々な分野の職
業で活躍している本校卒業生や地元企業の方を講
師として招き、交流を持つものです。
「現場の生の
声」を聴き、
「アドバイス」を得ることによって進
路選択への動機づけにすることやより深い職業理
解と職業観の養成をすることを目的に開かれまし

１月の行事予定

た。
生徒は事前の希望アンケートで１８ある職種の
中から３つを選択し、それぞれについて３０分間
の交流会に参加しました。生徒は、講師の方の話
を真剣に聴き、重要な情報をメモし、疑問点を積

１２月２３日（水）～１月５日（火）

冬季休業
１２月２９日（火）～１月３日（日）

学校閉鎖

極的に質問していました。また、先輩である講師
の方から在学時代の思い出話を聞くこともでき、

１月 ６日（水） ３学期始業式・課題テスト

楽しい話題が持ち上がることもありました。お話

７日（木） 課題テスト

いただいた講師の方のように、自分たちも頑張っ

１３日（水） 交通安全教室

て進路を切り拓いていこうという想いを抱いた生

１・２年 進路希望調査

徒は多かったと思います。３０分間では短いと感

１５日（金） 漢字検定

じられるほど大変充実した内容でした。今後の進

１８日（月）～２２日（金）

路選択に大きく役立つことと思います。

簿記週間
２２日（金） 実用英語検定（１次）
２４日（日） 全商簿記実務検定
２７日（水） ２年進路セミナー
３１日（日） 全商情報処理検定

