津商業高校通信

2019(平成 31)年 4 月 25 日

第1号

◎時計台(？)のある学校
この 4 月、三重県立津商業高校に校長として赴任してきました。
今後も定期的に、津商業高校のトピックや生徒たちの活躍する様子
を掲載していきます。
第 1 号は、ちょっと驚いた自分の体験からです。赴任から 3 週間
以上がたちました。当初、なかなか落ち着いて学校内を観察すること
ができませんでしたが、自分と違って生徒たちは、新入生も含めてと
ても元気で、すぐに学校生活に慣れていっているようでした。部登録
をする前から、放課後には、2、3 年生にまじって、すでにたくさん
の新入生が動き回っていましたから。
そんなグラウンドの様子を見ていて、ふと、振り返って校舎を見上
げると、そこには、「あれ？時計台？」と思える光景がありました。
実際には「台」とは言えないのかもしれませんけれど、それにしても、
たいへんかっこうがいい。なんで今まで気がつかなかったのだろう
と思えてきました。
聞いてみると、事務室に時計
を管理する機械があり、グラウ
ンドで授業をする体育の先生た
ちや、部活の生徒たちはいつも
見ているとのこと。
やはり、自分の目線や見方、そ
れが一方的になると、全体像が
つかめないのだ、本当の姿が見
えてこないのだと、あらためて
感じました。
これから高校進学をめざす中学生のみなさん、ぜひ、津商の「時計
台」を見にきてください。とても素敵な学校ですよ。
津商業高等学校公式ウェッブページ QR コード→
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2019(令和元)年 5 月 20 日

第2号

◎津商業高校の校章
右上の津商業高校の校章、他校のものと比べると、とても斬新では
ないですか。校章の中には、T と C と S が隠れています。T は津、
C は Commercial(商業)、S は School です。よく見ると、S がヘビ
になっていて、T が杖に見立てられています。これは、ギリシャ神話
の商業の神ヘルメスの姿を現したもので、大空を飛ぶがごとく、実業
界に活躍するイメージを表現しています。

◎検定に強い津商業高校
津商業高校は、部活動が盛んな学校という雰囲
気が強く打ち出されているようです。もちろん、
その通りではあるのですが、商業高校としての各
新聞部の 3 年生が描いてくれました。
種検定の合格率も県下でトップです。
2018(平成 30)年度の卒業生たちの検定合格状況を見てみるとそ
のことがよくわかります。
全国商業高等学校協会が実施している検定試験、いわゆる全商検
定には、会計実務検定、簿記実務検定、ビジネス文書検定、情報処理
検定など、いくつかの検定試験があります。昨年度の卒業生のうち、
なんと 72 人がそういった検定の 1 級を 3 種目以上取得しているの
です。いわゆる 3 冠です。中には 8 冠を取った人もいます。
その他、日本商工会議所が実施する、難
関の簿記検定の 2 級取得者は 32 人でし
た。1 級取得も 1 人でました。
卒業生たちは、中学校まで、商業の勉強
の経験はありませんでした。津商業高校
の授業や課外活動の中で力をつけ、卒業
していったということなのです。
津商業高等学校公式ウェッブページ QR コード→
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2019(令和元)年 6 月 6 日

第3号

3 年赤塚望有(豊里中卒) 画

◎バレーボール部３年連続インターハイ出場決定
本年度の三重県高等学校総合体育大会女子バレーボール競技で、
本校バレーボール部は、決勝リーグを勝ち抜き、３年連続での全国総
体(インターハイ)への出場権を得ました。ですから、今の３年生がそ
のまま３年間出場ということです。このような活躍を今後も継続さ
せてインターハイで活躍するとともに、連続出場記録を伸ばしてい
きたいし、さらにもう一つ、いわゆる「春高バレー」でも、優秀な戦
績を残せるようがんばりたいと、部員のみんなは思っています。
なお、バレーボール部の他に
も、この総体で活躍したソフト
ボール部、陸上部、テニス部、
ソフトテニス部、ボート部はす
でに東海大会への出場を決め
ています。
優勝報告に来てくれたバレーボール部の 3 年生

◎６月４日開催の「青葉祭」とは津商業高校の体育祭
「青葉祭」と呼びならわしている行事、これが津商業高校の体育祭
です。２００１年頃までは、
「青葉祭」は全学年で御殿場海岸へ出か
けて、砂浜での潮干狩りなどを通して、学年間の親睦をはかる行事で
した。その後、海岸に行くことはなくなりましたが、体育祭の名称と
して残されたのです。先日のその青葉祭も大盛況でした。定番の大縄
跳びや部活の威信をかけたクラブ対抗リレーなど、真剣勝負に生徒
たちが一丸となって取り組んで
いました。
企画運営の生徒会役員や放送
部など裏方で支えてくれた生徒
たちに感謝しつつ、一日の競技を
終えました。
津商業高等学校公式ウェッブページ QR コード→
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2019(令和元)年 6 月１７日

第４号

◎文化部もこんなに活躍
津商業高校は、文化部も優秀な成績をおさめていま 3 年長谷川真由(香海中卒) 画
す。本年度、全国大会に駒を進めることになった部活
動を記します。
県大会で団体優勝したワープロ部は名古屋市で開催される全国高
校ワープロ競技大会に出場します。この競技は１チーム３人の選手
が１０分間でどれだけミスなく文字を入力できるかを競うものです。
珠算部では、読上算、読上暗算、応用
計算すべてで優勝した３年生の三島孝太
さんが県大会個人総合優勝者として、仙
台市で開催される全国高校珠算競技大会
に臨みます。
コンピュータ部の２年生、松田陸利さ
んは、情報処理競技県大会で７位に入賞。
広島市で開催される全国高校情報処理競
日々の鍛錬を欠かさない珠算部
技大会への進出を果たしました。
簿記部は、簿記コンクール県大会で団体準優勝。西宮市で開催の全
国簿記コンクール大会に出場します。個人でもベスト１０に５人も
入賞しています。そのうち１人は２年生です。よく頑張りました。
さらに、文芸部２年生、長田尚也さんは、佐賀県で開催される全国
高文祭弁論部門に県代表として出場します。

◎教育実習生は６人
県内の高校で教鞭を執
っている本校卒業の先生
たちが多数います。その一
員となるための教育実習。
本年度は、野球部で甲子園
に出場した辻雄希さんと
奥出哲弘さん、コンピュータ部で頑張った太田美優さん(いずれも商
業)、当時のソフトボール部を牽引した服部洋代さんと坂井友里華さ
ん(いずれも保体)、そしてバレー部で活躍した伊藤祐未さん(国語)が
実習に訪れ、後輩たちを指導するとともに、担当教官からいくつもの
大切な事項を学びました。
津商業高等学校公式ウェッブページ QR コード→
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2019(令和元)年７月１０日

◎全国大会出場と夏の高校野球県大会壮行会

第５号

3 年赤塚望有(豊里中卒) 画

７月１０日、津商業高校では、夏休み中に全国大会に出場する女子
バレーボール部をはじめ、ボート部、女子テニス部、コンピュータ部、
珠算部、簿記部、ワープロ部、文芸部の壮行会が開催されました。そ
して、引き続いて、２度目の夏の甲子園を目指す野球部の県大会に向
けた壮行会が開催されました。
通常の壮行会は、野球部員が応援団となって各競技に出場する選
手を激励しますが、夏の大会に向けては、いつも送ってもらっている
ソフトボール部、バレーボール部、バスケットボール部の女子選手た
ちが、応援団となって激励のお
返しをします。とても感動的な
壮行会なのです。
いずれの運動部も文化部も、
日頃の鍛錬の成果を充分に活か
して、立派な成績を持って帰っ
てもらいたいと思っています。

◎インターハイに出場するボート競技
ボート競技については、他の競技と比べるとあまりよく知られて
いないかもしれません。しかし、津商業高校のボート部は常に県内上
位の成績をおさめてきました。
先日開催された県高校総体兼全国高校総体三重県
予選において、女子ダブルスカルで優勝を果たしまし
た。２人の漕手で１０００メートルの速さを競いま
す。古豪に競り勝ち、この種目での念願のインターハ
イ出場権を得ました。
また、女子舵手つきクォドルプル種目でも優勝しま
した。これは、１人の舵手(コックス)と４人の漕手に
よる１０００メートルの競技です。
この２種目の選手たちは、８月１６日から熊本で開
催される大会に出場します。
現在、ボート部はインターハイでの活躍だけ
でなく、２年後に三重で開催される国体も見据
えて頑張っているところです。選手たちの健闘
を期待しています。
津商業高等学校公式ウェッブページ QR コード→
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◎２年生のインターンシップ

2019(令和元)年８月１日

第６号

ご協力に感謝

夏休みに入って、２年生のインターンシップ(職場体験)が
実施されています。８月末まで続きます。津市商工会議所様
のコーディネートによる津市内の企業での実習のほか、幼稚
園、保育園、官公庁などの事業所等で、２日から５日間の職業
体験をする取組です。来年度、就職を希望している２年生１
４９人が、計６１の職場にお邪魔しています。
地元の朝日屋様には村田妃奈子さん(みさとの丘学園卒)他
４人がお世話になりました。村田さんは、自分が想像してい
たより、お客様のことを考えて動かなければならないことが
わかり、働くということのイメージを持つことができた、と
語っていました。
ミフジ印刷様には、山岡愛香さん(阿山中卒)他２人がお世
話になりました。名刺づくりを体験して、慣れていない PC
ソフトに戸惑いながらも、もっと仕事のことを知りたいとい
う思いがわき、将来のことを考えるための絶好の機会を与え
て頂いた、と語りました。
ぎゅーとらラブリー渋見店様には、中条唯花さん(白鳥中
卒)他２人がお世話になりました。中条さんは、お客様と従業
員がとても近い関係で、自分にも話しかけて頂いたので楽し
く頑張ることができた、と語っていました。
マルヤス山手通り店様には、伴涼花さん(千代崎中卒)、松田
結さん(南が丘中卒)他２人がお世話になりました。伴さんは将
来、接客業に就くことを希望していて、今回の体験が自分の進
路選択に直接つながった、といいます。松田さんは、すべてが
お客様第一で、時間を無駄にせずに仕事をすることの大切さ
を学んだ、と語りました。
ダイビング用品の販売やダイビングスクールを運営するサ
ンマーレ様には池川翠音さん(西橋内中卒)他１人がお世話に
なりました。池川さんは、初めて実際のダイビングも体験し、
笑顔で帰ることができたので、自分も人を笑顔にする仕事に
就きたいと感じるようになった、といいます。
このように、体験を終了した生徒たちは大きな成果を得て
います。ご協力いただいている各企業様、事業所様には心より
感謝いたします。今後ともよろしくお願い申しあげます。
津商業高等学校公式ウェッブページ QR コード→

朝日屋様での精肉

ミフジ印刷様での名刺製作

ぎゅーとらラブリー
渋見店様での品出し

マルヤス山手通り店様
での品出し

サンマーレ様での
商品管理(ゴーグル)
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2019(令和元)年９月１８日

◎津商業高校ならではの授業

第７号

2 年生 2 人 ﾍﾟﾝﾈｰﾑ ﾐﾗｸﾙｽｰﾊﾟｰﾏｼﾞｯｸ

(創徳中･三雲中卒) 画
津商業高校には、中学生のみなさんが
まったく経験したことのない楽しい授業がいくつもあり
ます。そのなかで、３年生の課題研究の選択講座、ビジネ
スマナーという授業をご紹介します。
商業活動を進めていくためには、人と人との良好なコミ
ュニケーションは欠かせません。ビジネスの最初は、名刺
交換。初対面の印象は、その後のビジネスに大きく影響し
ます。そこで、きちんとしたマナーを身につけるために実
習を行います。名刺交換など簡単だと思っている人もいる
かもしれません。しかし、自然な動きの中でマナーにのっ
とった動作とするためには、１度や２度の練習ではなかな
か身につくものではありません。だから、じっくり何度
も練習をします。
また、商談の進め方も勉強します。相手に不快な思い
をさせない話し方はどうあるべきかを学びます。
さらに
は、お茶やお菓子の出し方、勧め方についても、知識と
してだけでなく、動きの中で身につけていきます。
その他、課題研究では、津商業の PR 方法を考える授
業や、ビジネスプランをたてる授業、さらにはスマホの
アプリを制作する授業など、まさに、実社会を想定し、実社会で即役立つ
授業がいくつも展開されています。

◎吹奏楽部

活躍！

津商業高校吹奏楽部は地元の高齢者向け
住宅施設安濃津ろまん様より、演奏を依頼
されました。先日の９月１５日(日)、敬老の
日を前に、吹奏楽部、総勢３０人が訪問し、
およそ１時間、演奏させていただきました。
昔懐かしい曲目で全９曲、
「仰げば尊し」の
演奏では、入居者の方々に一緒に口ずさん
でいただきました。部員一同、本当に楽しい、
いい一日を過ごさせていただくことができ
ました。ありがとうございました。
なお、吹奏楽部は本年度の定期演奏会を、１１月３日(日)、三重県総合
文化センター中ホールで開催いたします。ぜひ、部員たちの日頃の鍛錬の
成果をお聴きくださいませ。
津商業高等学校公式ウェッブページ QR コード→
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2019(令和元)年 10 月 7 日

◎津商業高校ならではの授業
授業で商品開発 アイスクリーム

販売

第８号

2 年 草深伶奈(豊里中卒) 画

３年生の「課題研究 津ショップ」の授業では、皆さんもよくご存じ、
学校の近くで営業している㈱ミルクパレット様と連携した商品開発に取
り組んできました。その成果として、２種類のアイスクリームを完成させ
ました。一つは「クッきなこ」
。これはクッキーときなこの絶妙なフレイ
バー。もう一つは「はちみつレモン」
。でも、ただのはちみつレモン味で
はありません。とても不思議な味覚。この二つの商品
を、
「津ショップ」の授業のある９月２０日(金)と２７
日(金)の２日間、昼休みに実習を兼ねて販売しまし
た。販売個数は１日各１００個、２日間で二種類合わ
せて４００個としました。２５０円と少々お高めでし
たが、その味の良さがうけて完売でした。
自分たちで企画して、自分たちで売る。津商業高校
ならではの取組です。

◎これも津商業高校ならではの授業「総合実践」
３年生が商業科の授業の集大成を図るための授
業です。
生徒たち、一人ひとりに、小麦や砂糖などを扱
う物産企業、それを流通させる商事会社、そして
金融機関等の役割が与えられ、実際の市場ではど
のように物は取引され、人の手に渡るのかを疑似
体験していきます。これまで学習してきた簿記や
情報処理、そして経済分野の知識を総動員して取
り組みます。津商業高校でのこのような経験が、実社会に出たときに大い
に役に立っています。だから、地域の企業から信頼されているのです。

◎約６００人に参加いただいた高校生活入門講座
９月２８日(土)、
「高校生活入門講座」を開催し
ましたところ、中学３年生やその保護者など、約
６００人の方に参加いただきました。当日は、吹
奏楽部の歓迎の演奏のほか、津商業高校で実施し
ている専門科目の授業を体験していただきまし
た。そして、午後からは部活見学。来春、中学生
の皆さんが津商生となることを待っています。
津商業高等学校公式ウェッブページ QR コード→
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2019(令和元)年 11 月 18 日

第9号

◎三重県高等学校商業美術コンクール
「習作部門」最優秀賞
県内の商業高校に学ぶ生徒たちが美術の授業や
2 年 上野綾子(白子中卒) 画
部活動の中で制作した作品を集めたコンクールが、
毎年開催されています。
本年度は、右上の写真の作品を描いた２年上野綾子さんが「習作部門」
で最優秀賞を受賞しました。タイトルは「感」。誰かに心を伝えたいとい
う思いが静かに漂ってくるようです。

◎産業教育フェアへの出店
１０月２６日(土)、三重県総合文化センター
で開催された産業教育フェアに出展しまし
た。地元企業、野田あられさん、パンの
BRIXTON(ブリクストン)さん、洋菓子のタカ
クワさんとのコラボにより、各商品をフェア
参加者に販売しました。いずれも大変好評で、
終了時間前にすべてが完売となりました。

◎東海地区高校商業実務総合競技大会

珠算部団体第 3 位入賞

１１月２日(土)開催の東海地区総合競技大会において、奮闘した珠算部
は団体第３位に入賞しました。
「東海を制すものは全国を制す」といわれ
るほど、東海４県では商業教育活動が盛んです。そのような強豪ぞろいの
中での団体第３位は大変価値ある成果です。
団体チームは３人構成。読上暗算の競技では、全国高校珠算競技大会に
出場経験のある三島孝太さん(３年)が優勝。チームを率いた山岡愛香さん
(２年)、そして青木菜摘さん(１年)の３人が、
力を合わせて勝ち取った栄誉です。
２年生ながらリーダーを務めた山岡さん
は「先輩を見習ってみんなで頑張りました」
といっていました。また、青木さんは「とて
も緊張しました」と初参加の感想を述べてく
れました。読上暗算優勝の三島さんは、本年
度が最後の競技大会。その思いを「さらに完
璧を求めて、大学進学後も様々な大会で頑張
ります」と語りました。
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開催！

１１月２０日(水)、２１日(木)の二日間、にぎや
かに学校祭を開催しました。
例年ですと、１０月下旬の開催ですが、本年度は
2 年 水谷果苗(鈴鹿市立大木中卒) 画
三重県高等学校商業美術コンクール
即位礼正殿の儀のために、ひと月遅れに変更となり
応用部門 特選作品「鯉」
ました。しかし、熱気はまったく変わらずでした。
２０日は三重県総合文化センター大ホールで、吹奏楽部、演劇部の発表
に続き、有志のステージ。野球部員もグラウンドさながらの躍動感で舞台
を駆け巡りました。３年生は全クラスが、担任とともにダンスを披露。日
ごろの練習の成果をいかんなく発揮しました。
２１日は校内での発表。最後の学校祭となる
３年生７クラスすべてが模擬店を出しました。
学校中においしそうなにおいが漂いました。
それと、PTA の役員の皆さんの模擬店。釣
り堀でお菓子券を釣り上げ駄菓子をゲット。さ
らに、PTA 役員や教員とのじゃんけん大会。
これに５連勝すれば、地元特産、蜂蜜まんじゅ
うが一包みもらえるということで、こちらも大
盛況でした。
PTA 役員・教員との真剣勝負

◎津新町フェスタに今年も出店！
１１月２３日(土)、今年も新町通りで開催された津新町フェスタに出店
しました。本年度で４回目。このフェスタにはなくてはならないブースの
ひとつになったと自負しています。
先日の産業教育フェアでもコラボした、野田あられさん、ブリクストン
さん、そしてタカクワさんの商品は１２時を前にすべて完売。さらに、子
どもたちをターゲットにした津商生
制作のゲームアプリ、プラバンづくり、
玉入れゲームなどにも、大勢が集まっ
てテント内はワイワイガヤガヤ。生徒
たちも小さな子たちと一緒になって
大いに楽しみました。その他、定評あ
る本校吹奏楽部は、メインとサブ、両
ステージで演奏を披露しました。
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◎大学合格者に聞きました！
三重大学人文学部法律経済学科合格

藤井陽菜さん

(一身田中学校出身)
小論文の書き方を勉強するために、本を買って読み、
3 年 田中志帆(鼓ヶ浦中卒) 画
小論文を書いては国語の先生に何度も添削してもら 三重県高等学校商業美術コンクール
応用部門 特選作品「夏」
いました。それで力がつきました。
将来は大学で法律と経済をきちんと勉強して、大きな港の税関などで
貿易の手続きをする通関士になりたいと思っています。合格率が１４％
ほどの難しい国家試験ですが、大学在学中に資格を取得したいと考えています。その
ための勉強には、高校で学んだ情報処理やデータ分析の手法が役立つはずです。
立命館大学経営学部合格 内山麻衣さん (創徳中学校出身)
高校在籍中に、全商協会の全検定で１級を取ることを目指しました。２
年生で４つ取れたので、いけると思いました。結局９つ、すべてを取るこ
とができました。英語も好きで、実用英検の準１級も卒業までに取ります。
得意な科目はやっぱり簿記。簿記はパズルみたいでとても楽しいです。
大学に入ってからは、１年生で日商簿記の１級を取って、３年生で公認会
計士の資格を取るつもりです。そして、将来は海外でも活躍できる会計士
になりたいと思っています。

◎就職内定者に聞きました！
東海旅客鉄道(JR 東海)内定

鈴木海斗さん

(御浜中学校出身)
高校３年間、野球部で頑張りました。最初は「あたりまえに」の意味
がわかりませんでしたが、野球に打ち込む中で、野球と学校生活とのつ
ながりが見えてきて、わかってきました。あたりまえに勉強する、あた
りまえに掃除するといったように。
４月からは、鉄道という人の命を預かる業務に就きます。だから、ル
ールと時間はしっかり守らないといけないと思っています。これは自分
が全力でぶつかった野球ともつながることだと感じています。
中部電力三重支社内定 竹内愛理さん (白子中学校出身)
高校生活で最も頑張ったのは勉強と部活の両立です。陸上部で円盤投
げをしてきました。大きな大会には出られませんでしたが、継続の大切
さ、努力の過程の大切さを知りました。だから、社会人になっても競技は
続けていきたいと思っています。
中部電力を志望したのは、誰かの役に立ちたいという気持ちからです。
事務の仕事です。災害で停電した時などの電話応対では、お客様にすこ
しでも安心してもらえるような言葉を伝えられたらと思っています。
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◎三重県警察からの感謝状
三重県警察が若い世代の犯罪被害を減らすことを目
的に SNS 上に広告を掲載する取組を始めました。
その広告のデザインをするために、先日、課題研究で
アプリ制作を学んでいる３年生との意見交流が行われ
ました。
生徒たちが、かなりシビアに原案のデザインにつ
いて考えを語ったことで、よりキャッチーで、効果
的な画面づくりにつながりました。
その功績により、1 月 20 日、三重県警察本部生
活安全部少年課長から生徒たちへ感謝状が手渡され
ました。
津商業生は、県内の犯罪防止にも一役かっている
のです。

3 年 福田莉沙(南ヶ丘中卒)
三重県高等学校商業美術コンクール
応用部門 優秀賞作品「電車」

◎津商業高校図書館の紹介
津商業高校図書館の蔵書数は約 29,000 冊。そ
のうち、毎年延べ 6,000 冊以上が貸し出されてい
ます。多くの蔵書があることと、空間としても、た
いへん快適であることから、年間に７０回以上、図
書館を教室にして様々な授業が行われています。
図書館の年中行事としては、7
月の七夕イベント、１１月のオリ
ジナル缶バッヂ製作、１月の百人一首大会、３月のビブ
リオバトル＆スプリングコンサートなどがあります。ど
の行事にも、多くの生徒たちが図書館にやってきて、本
に親しむとともに、イベントを楽しみます。
また、津商業高校はご承知のとおり、部活動が盛んな
雑誌コーナー
学校です。そのため、スポーツ関係の雑誌も数多く取り 月刊バレーボール・月刊バスケットボ
ール・陸上競技マガジン・ソフトボール
揃えて、生徒たちのニーズにこたえています。
マガジン・ソフトテニスマガジン・テニ
今日も休み時間には、何人もの生徒がそれぞれの興味 スマガジン・バドミントンマガジン・高
校野球・アニメージュ・月刊ピアノなど
が並んでいます。
関心にあわせて本を手に取っていることでしょう。
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◎２年生の沖縄修学旅行
２月１６日(日)から１９日(水)まで、２年生は沖縄へ修学旅行に行きま
した。例年の沖縄であれば、暖かでマリン体験もということなのでしょう
が、本年度は風も強く、雨も降り、三重県とかわらない真冬の寒さでした。
それでも生徒たちは、ひめゆり平和祈念資料館や摩
文仁の丘･平和の礎での平和学習、それぞれの興味関
心にあわせた体験学習など、充実した時間を過ごしま
した。ホテルでのサプライズ企画もありました。
３泊４日の間、天候が非常に悪かったにもかかわら
ず、大きな体調不良もなく、無事、三重に戻りました。
このあたりは、さすがに普段から身体を鍛えている津
商生でした。

◎１年生の人権学習フィールドワーク発表会
２月１８日(火)と１９日(水)、１年生は人権学習のためのフィールドワ
ークを行いました。部落問題や多文化共生、障がい者の人権、女性の人権、
LGBT の人たちの人権、高齢者の人権等々、１年生全員が１２テーマ別
に分かれ、専門的な機関に出向いて学習を深め、学習し
た事柄をまとめました。
その発表会が、２月２０日(木)、本校体育館で開催さ
れ、それぞれの分野について調べたことを発表し合い、
人権を保障する行動の大切さについて思いを共有しま
した。お世話になった各機関の皆様、本当にありがとう
ございました。

◎令和元年度

卒業式挙行

３月１日(日)、３年生の卒業証書授与式を挙行しまし
た。新型コロナウイルスの蔓延阻止ということで、在校
生は出席しない式となりましたが、晴れやかに２７８
名の卒業生たちは津商業を巣立っていきました。
彼ら彼女らの今後の活躍を心から祈っています。
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