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◎新型コロナウイルス感染拡大阻止のため休業 
 新型コロナウイルスが世界中に広がっています。三重県で

も、先日、鈴木知事が「感染拡大阻止緊急宣言」をし、移動

の自粛が要請され、医療体制整備の取組が進められるととも

に、学校の臨時休業の措置がとられることになりました。 

 そのため、本校としても、４月１５日(水)から大型連休最

終日の５月６日(水)まで、臨時休業となりました。 

 その間の学習のために、休業前に各教科から課題を与え、学年別に、午

前午後に分けて登校日を設け（４月２０日(月)、２１日(火)、２７日(月)、

２８日(火)）、勉強の進み具合を確認します。 

 部活動も思うようにできず、本当に生徒たちにとってはつらい日々を

送ることになりますが、今が正念場です。頑張って、ウイルス感染阻止に

取り組みたいと思います。 

 

◎新入生の入学、そして時差登校 
 ４月１３日(月)、5 日遅れでしたが、ビジネス

科２４０人、情報システム科４０人の計２８０

人の新入生が入学してきました。 

 次の日１４日(火)は時差登校です。いつもなら

多くの生徒たちが通過する時間帯も、この日は

まばら。さらに１５日(水)からは、上記のとおり、

臨時休業に入りました。 

 本校に合格した新入生にとっては楽しみにしていた高校生活でしょう。

一日も早く、普段の生活に戻り、３学年そろって活動できることを願って

います。 

 

◎本年度は創立１００周年 
 本年度は励精中学校として創立した年からかぞえて、ちょうど１００

年目となります。津商業は県内屈指の伝統校の一つです。１１月２１日

(土)には、１００周年記念行事を執り行います。今後とも皆様のご理解、

ご協力をお願いいたします。 

100周年記念を知らせる 
懸垂幕(2号館) 

校門での登校指導 
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◎オンライン･ショート･ホームルーム開始 
 学校が今月いっぱい休業となったことを受けて、

オンラインでの授業が開始されます。その試行とし

て、５月７日(木)には、全学年で朝のショート･ホ

ームルームをオンラインでスタートさせました。

まだ、慣れていないことから、なかなかつながら

ない場合もあったようです。それでも、久しぶり

に担任の教員が生徒たちの顔を見ながら話ができ

ました。それまでは、電話連絡のみだったので、

新鮮な感じがしたのではないでしょうか。 

 特に、１年生は、入学以来、２日しか登校して

いません。生徒と教員が触れ合った機会はごくわ

ずか。６月からの学校再開に向けての心の準備を

進めるためにも、このオンライン･ショート･ホー

ムルームが活用されることになります。 

 ５月１１日(月)からは、ホームルームだけでな

く、各授業についても配信していく予定です。生

徒たちにとっては、まさにテレワークです。一人

ひとりが自主自立して学習に取り組んでほしいと

思っています。 

 

◎学校再開を心待ちにして 
 現在のところ、６月から学校が再開できる予

定となっています。もちろん、新型コロナウイ

ルスのこれ以上の拡散を防ぎ、収束を図るとい

う取組がなければなりません。 

 生徒たちは６月からの学校の再開を心待ちにし

ていることと思います。それまで、そして、それ以降も、予防と拡散防止

の意識をもって規則正しく生活していくことが大切だと考えています。 

それぞれのクラスから発信される 
オンライン･ショート･ホームルーム 

 
 

普段は見かけない光景 
青空のもと誰もいないグラウンド 
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◎学校での授業再開 感染拡大に十分留意して 
 ６月１日(月)から、ようやく学校での授業が再開されました。これまで

はオンライン学習、そして分散登校による身体測定や実力試験の実施な

どで、通常の授業は今日からということになりま

す。もちろん、新型コロナウイルス感染拡大防止に

向けてしっかり取り組みながらのスタートです。 

 その取組については、休憩時間でも気を緩めては

いけません。本校では、昼休みにパンの販売をしま

すが、飛沫拡散防止のために、防御シールドを手づ

くりして設置しました。つくってくれたのは学校労

務員の方々。保健室だけでなく、学校全体で生徒の

健康管理を進めています。 

 

◎快挙 加戸朱夏さん 全商簿記実務検定 満点賞獲得 
 現在３年生の加戸朱夏さん(橋北中学校卒)が、本年の１月に受けた全商

簿記実務検定１級の試験で、満点賞を受賞しました。この賞は単に１００

点を取るだけでなく、とめ、はねにいたるまで、文字や数字の正確さ、丁

寧さ、きれいさも要求されます。今回の試験で満点賞を取ったのは、全国

の受験者約３万人のうち、たったの１８人。県内では、加戸さん１人だけ

です。まさに快挙といえるでしょう。 

 簿記部に所属する加戸さんは、「高校に入ってから

簿記を勉強するようになったので、ニュースで使わ

れる用語の理解が深まり、そのために社会や経済の

仕組みがよくわかるようになりました」と語ってい

ます。さらに、「実は、満点賞を狙っていたので、本

当にうれしい」とも。 

 今後の目標をきくと、「洋画が好きなので、字幕な

しで見られるようになりたいです。だから、次は実用

英検２級取得をめざします」と語っていました。常に

向上心を持って意欲的に高校生活を送っています。 
この時ばかりは 

マスクをはずして笑顔で 
 

白木の枠組みに透明ビニールシート 
が張られた手づくりシールド 
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◎課題研究 三重の観光研究 
 新型コロナウイルスのまん延防止対策をすすめなが

らも、通常どおりの授業が戻ってきました。 

 ３年生は、それぞれが自分の興味関心のある分野に分かれて学習を深

める課題研究に取り組みます。 

 その講座の一つが「三重の観光研究」です。この日は、鳥羽市にあるリ

ゾートホテル豊浜蒼空の風～SORA no KAZE～常務取締役野村 潤さ

んをゲストティーチャーとしてお迎えし、

ホテル経営について学習しました。 

 野村常務さんには裏話も交えて、施設運

営の楽しさ、難しさを伝えていただきまし

た。講義の後、生徒のほうからは、現在の

新型コロナウイルス対策は？館に施した

工夫は？など、積極的な質問がなされまし

た。この講座を受けたことで、将来、ホテ

ル業を目指す人が出てくることでしょう。 

 

◎高校野球 夏の大会に替わる独自大会 
 ご承知のとおり、春の選抜甲子園に続き、夏の甲子園も、新型コロナウ

イルスまん延防止のために中止となりました。 

 昨秋の大会では県準優勝し、東海大会でもその力を発揮した本校野球

部としては、まさに今年の夏の大会の中止は、甲子園出場を十分狙える戦

力を持っているだけに、大変残念でした。しかし、この度、その代替試合

として県独自の大会が開催されることになりました。本校は

津田学園高校と７月１９日(日)、初戦を戦います。甲子園に

はつながらないものの、県１位をつかむため、日々練習に励

んでいます。 

 キャプテンの髙山晴喜選手(南郊中卒)は、「誰かがミスを

しても全員でカバーできるチームです。キャプテンの自分が

いちばん冷静になって試合に臨み、選手に声をかけ、一丸と

なって頂点を目指します」とその意気込みを語っています。 

3年加戸朱夏画(橋北中卒) 
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◎短い夏休み 
 新型コロナウイルスまん延防止のために、今年はこ

れまでとは違い、とても短い夏休みになっています。 

 ８月３日(月)から８月２３日(日)までです。本来であれば、部活動の合

宿や対外練習試合、進学や就職に向けた活動

などなど、多くのイベントが行われるのです

が、それらいずれも中止、あるいは縮小する

しかありません。ウイルス感染が拡がりつつ

あり、まさに第２波の到来となっています。

気を緩めず、できる限り充実した日々を過ご

せるよう、教員も生徒も、頑張っていきたい

と思っています。 

 

◎三重県商業実務競技大会 簿記部門優勝！！ 
 こちらも例年であれば、選手たちが一か所に集まり、さまざまな商業実

務の部門競技を実施する大会ですが、今年は分散開催となりました。 

 7月２５日(土)、本校では簿記部門の大会が行われました。オンライン

開催で、各校で同時間に「簿記」「財務会計」「原価計算」に関する問題を

解いていきます。制限時間は合わせて９０分です。本校簿記部は団体戦優

勝、個人戦優勝、準優勝と輝かしい成績を残すことができました。本来で

あれば、この成績をもって、東海大会、全国大会に出場となるのですが、

今年は残念ながらすべて中止です。 

 ９月には、ワープロ部門、珠算部門が各会

場で開催されます。新型コロナウイルスの

ために、いくつもの制限がかかっています

が、それぞれが工夫しながら、生徒たちの学

ぶ機会、力試しの機会を保障する取組をす

すめています。 

3年草深伶奈画(豊里中卒) 

8月 3日からの保護者会も 
特製シールド越しに 
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◎県高校商業実務競技大会 ワープロ部 
 2 年連続団体優勝！ 
 9月 5日(土)、実務競技ワープロ部門は、津商業高

校を会場として、ウイルス感染防止対策を万全にし

て実施されました。本校ワープロ部は、昨年度に引き続き団体優勝し、英

文ワープロの部でも、個人優勝という素晴らしい成績を収めました。連続

団体優勝に貢献した嶋地将崇さん(３年豊里中学卒)は「しっかり練習に取

り組んできた成果が出て、うれしい。３年生はこの大会で引退なので、こ

れからは１，２年生に頑張ってほしい」と語りました。 

 また、同日、宇治山田商業高校で行わ

れた珠算部門では、本校珠算部は電卓

競技で個人総合優勝と健闘しました。 

 今年は、東海大会や全国大会の中止

が決まっているにもかかわらず、一人

ひとりが最後まで高いモティベーショ

ンを保って活躍してくれました。 

 

◎１号館-３号館-５号館への２階渡り廊下 改修工事中 
 本年度創立百周年を迎える本校は、校舎もやはりそれなりに老朽化し

つつあります。もちろん、百年前の渡り廊下ではありませんが、すでに四

十年ほど経過しています。建設当時、バリアフリーという意識はほとんど

なかったでしょうが、現在では、ユニバーサルデ

ザインであることが当たり前。段差のあった２階

渡り廊下については、改修が必要ということで、

かねてから計画していました。 

 近隣の方々には工事車両の出入りや騒音など、

ご迷惑をおかけいたしておりますが、１１月には

完成します。ご理解、よろしくお願いします。 

1年 ﾍﾟﾝﾈｰﾑ「松原杏花」画 
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◎ソフトボール部 秋季選手権大会 優勝！ 
 本校女子ソフトボール部は、9月１２日(土)に行わ

れた三重県高等学校ソフトボール競技秋季選手権大

会において、トーナメントを勝ち上がり、見事に優勝

を果たしました。 

 キャプテンの２年生山口紗夜さん(度会中卒)はこの優勝ついて「新チー

ムになり、真剣な練習を重ね、その後には毎回反省会をして厳しいことも

言い合ってきました。しんどかったけど、この優勝でそれが報われまし

た」、副キャプテン藤本梨緒さん(平田野中卒)は「みんなで意見を出し合

って、みんなでつかんだ優勝で

す」と語りました。 

 そして二人は、１０月末に開

催される新人戦県大会をチーム

一丸となって勝ち抜き、東海大

会、全国大会を目指しさらに頑

張ると誓っていました。 

 

◎商業高校ならではの授業 「経済活動と法」 
 津商業高校では、さまざまな商取引の実務を学び、知識や技能を習得し

ますが、社会で行われている取引はどのような法に則っているのかにつ

いても学習します。それが「経済活動と法」という科

目です。たとえば、契約が無効となるのはどういった

場合かなど、法律用語も交えて学習します。このよう

に、経済に関わる多様な事項を学べるのも津商業高

校ならではです。 

 

◎高校生活入門講座 開催 

 新型コロナウイルス感染防止対策のために、本年

度は９月２６日(土)、午前･午後の分散開催としまし

た。それでも、昨年度より多くの中学生とその保護者

にご参加いただきました。ありがとうございました。 

1年 宇野涼香 画(朝陽中卒) 

法的な原則をいろいろな 
側面から調べ、班ごとに発表 
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◎青葉祭 今年も開催！ 
 例年であれば、６月に開催していた青葉祭が今年
は新型コロナウイルス感染防止のために、１０月末
に。当初は中止も考えたのですが、生徒たちの「青葉
祭はぜひ開催してほしい」という強い願いにこたえたものです。 
 しかし、完全に非公開。例年、多くの保護者に声援をいただいています
が、それも今年はご遠慮願いました。そのため、PTA役員の発案で、専

門業者に委託し青葉祭の様子を
DVD化して、希望する保護者には
見ていただけるようにしました。
生徒たちの躍動する姿が再現され
ることでしょう(１１月開催の学校祭

も収録･在校生の保護者にのみ頒布･２枚

セット頒価 1,000円)。 

 

◎課題研究 「ビジネスプラン研究」 オリジナルタオル販売 
 ３年生の課題研究のひとつ「ビジネスプラン研究」を選択している１０
人がオリジナルタオルづくりとその販売に挑戦しました。すると、どうで
しょう。当初予定していた数を大幅に上回る注文がきました。良いものは
売れる、宣伝効果は侮れない、と実感しました。デザインを担当した岩井
乃野夏さん(みさとの丘学園卒)は「イラストですぐに津商業ということがわ
かるようにしました。みんなに喜んでもらえてうれしいです」と語ってい
ました。販売促進担当の服部杏香さん(一身田中卒)、杉本華子さん(鎌田中卒)、
服部真奈さん(亀山中部中卒)は「たくさん売れて驚いています。事前にマー
ケティングをして値段などを決めました。また、先生を通して広告を何度
も配っていただきました」と言いま
す。机上だけでは得られない実学を体
験するのが津商業高校の授業です。 
 なお、このオリジナルタオルをご希
望の方は本校事務室窓口までおいで
いただければ、実費でお分けいたしま
す(平日９時～１６時３０分･頒価５００円･

１０本限り･郵送等はできません)。 

1年 宇野涼香 画(朝陽中卒) 

青葉祭 10月 30日開催 「台風の目」をビデオ撮影 
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 祝 創立百周年 記念号  
◎創立百周年記念式典 挙行 
 本校は大正９年、１９２０年に創立された三重県励

精中学校が前身となっています。その後、何度かの校

名変更を経て、現在の三重県立津商業高等学校となり

ました。この１００年の間、すでに約２万人の卒業生

を輩出し、先輩たちは地元三重県だけでなく、グローバルに経済、産業の

発展に寄与してきました。 

 本年、１１月２１日(土)、本校創立百周年記念

式典を県総合文化センター大ホールにて開催い

たしました。本来であれば、県内から多くの来

賓をお招きして盛大にとしたいところでしたが、

このような情勢ですので、同窓会役員やPTA役

員など、限られた関係者のみに出席をたまわっ

た式典となりました。式典への参加を楽しみに

されていた同窓生の皆様には大変申し訳なく思っております。 

 開会行事ののち、記念の事業として建設された屋内練習場の贈呈式が

行われました。生徒会長鈴木梨聖さん(朝陽中卒)に目録が村田同窓会長よ

り手渡されました。その屋内練習場については、

校内外で愛称の募集をしました。１０８の応募が

あり、百周年記念事業実行委員会で審査をしたと

ころ、本校の前身である「励精中学校」の名前を

冠した「励精館」と決まりました。これからは、生

徒も教員も、この愛称で呼ぶこととなるでしょう。 

 そのあとは、記念行事として、本校卒業生、タ

レントの浅尾美和さんのトークショーと続きまし

た。高校時代の思い出から、今の生徒たちに伝え

たいことなどを語っていただきました。縮小開催

ながらも、充実した百周年記念式典となりました。 

屋内練習場寄附目録贈呈 



津商業高等学校公式 Web Page コード→  

 

津商業高校通信 2020(令和２)年１２月 1 日 第２３号 

 
◎第３５回三重県高校女子駅伝競走大会 
 優勝！ 都大路へ 
 １１月８日、松阪市で開催された県高校女子駅伝
競走大会で、本校陸上競技部が優勝しました。２年ぶり、１１回目となり
ます。４区までは２位、３位をキープして、最後の５区で他のチームを振
り切り優勝しました。まさに、総合力の勝利と言えるでしょう。 
 １区は山﨑そよかさん(３年菰野中卒)、２区は豊田結衣さん(２年白鳥中卒)、
３区は丹戸瑠梨さん(２年神戸中卒)、４区は畑遥伽さん(３年文岡中卒)、そし
て５区アンカーは西口陽菜さん(３年明和中卒)でした。 
 選手の皆さんにインタビューしたところ、異口同音に「応援してくださ
った人、親、サポートしてくれた仲間のおかげで優勝できました。感謝し
ています」と語りました。さらに、アンカーの西口さんは「みんなの思い
がつまったタスキで優勝できてう
れしい。全国大会に向けてもっとレ
ベルアップをしたいと思います」と
抱負を述べました。 
 今月、２０日(日)、県代表として
津商業のそのタスキが都大路を駆
け抜けます。 
 

◎女子バレーボール部 春高県大会 優勝！ 東京体育館へ 
 駅伝に続き１１月１４日、女子バレーボール部も県大会で優勝し、春高
全国大会へ駒を進めました。常勝軍団であった女子バレーボール部も、春
高に出場するのは４年ぶり(17 回目)。 
 キャプテンの３年中津亜美さん(殿町中卒)は「『繋(つなぐ)』というテー
マの津商業のバレーができました。
４年分の思いを背負って春高セン
ターコートを目指します」とその喜
びを語りました。 
 第７３回の春高全国大会は新春
１月５日から東京体育館で、無観客
で開催されることになっています。 
 

1年 木﨑成美 画(橋南中卒) 

優勝報告をする陸上競技部 長距離ブロックの選手たち  

 

優勝報告をするバレーボール 3年生部員たち  
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◎あけましておめでとうございます 
 新年、あけましておめでとうございます。 

 本年も、この津商業高校通信のご愛読を、よろしく

お願いいたします。 

 本校は昨年創立百周年を迎え、新たな百年に向けた

歩みをスタートさせたところです。 

 さて、令和３年はどのような年になることでしょうか。新型コロナウイ

ルスへの対応については、まだ当分気を抜くことはできないと考えられ

ます。そのような中、津商業高校職員一同は、安心・安全な学校づくりを

最優先課題としつつ、地域社会に貢献できる人材育成に取り組んでまい

ります。今後とも、皆さま方のご支援、ご協力をお願いいたします。 

 

◎ソフトボール部 東海地域新人大会 優勝！ 
 昨年１０月に秋季選手権三重県大会で優勝したソフトボール部が、さ

らに上位大会で栄冠をつかみました。 

 県新人大会では準優勝でしたが、東海大会に駒を進めると、愛知、岐阜、

静岡、それぞれ１位の強豪校相手にトーナメントを勝ち上がりました。 

 キャプテンの山口紗夜さん(度会中卒)は「県大会では準優勝だったので、

東海大会で勝てて本当にうれしい」、副キャプテンの藤本梨緒さん(平田野

中卒)は「この優勝が来シーズンの団結につながります」とそれぞれ語りま

した。さらに、この東海大会全試合、

全イニングを投げぬいたピッチャーの

吉村凜さん(西橋内中卒)は「ピンチの時

に声をかけてくれたチームのみんなを

信じて、投げきることができました」

と一丸となった様子を伝えています。 

 来季の活躍が大いに期待できるチー

ムです。 
左から 吉村さん、山口さん、藤本さん  

2年 別所莉那 作(一身田中卒) 
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◎３年生の進路決定 
 コロナ禍においても、３年生は自らの進路につい

て、真剣に考え、学習に取り組み、しっかり努力し

てきました。そのため、ほとんどの生徒が、第一希

望の進路を実現することができました。 

 就職については若干求人数が減ったものの、数々の検定資格や学習成

果だけでなく、本校生が持つ元気良さと礼儀正しさが県内外の各企業に

受け入れられ、希望者すべてが内定をいただいています。 

 進学についても、これまで同様、商業高校の強みを活かして、同志社大

学、立命館大学、南山大学、愛知大学、皇學館大学などの他、商業、経済

系大学や専門学校、看護系専門学校等に多くの生徒が合格しています。 

 そのような中、本校からの進学は初めてとなる大学へ進む３人に、高校

時代に頑張ったこと、進学後の抱負などについて語ってもらいました。 

 

国立和歌山大学に進学する大西健史さん (ビジネス科) 

 ３年間、野球に打ち込みました。仲間とともに頑張れたのが

とてもよかったです。商業科目についてもしっかり学びました。

大学では、その知識を生かして経済学を深く学び、身近な経済･

社会問題について研究したいと思っています。 

尾道市立大学に進学する中島綾菜さん (情報システム科) 

 高校では資格取得を自分自身に課しました。その結果、５種

目の全商１級に合格しました(５冠)。大学では高度な情報技術

を学びます。将来は、エンジニアとして、多くの人の役に立つ

情報システムをつくれるようになりたいです。 

福知山公立大学に進学する長田尚也さん (情報システム科) 

 コンピュータ部の活動を頑張りました。佐賀県で開催された

全国高校総合文化祭にも出場することができました。大学では、

情報関係だけでなく、地域活性化などについても学びながら、

自分自身の将来の夢を形にしていきたいと考えています。 
 

1年 ﾍﾟﾝﾈｰﾑ「松原杏花」画 
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◎卒業式 挙行 
 ３月１日(月)の卒業式、２７９名の卒業生。今年は

新型コロナウイルス感染拡大防止のために、在校生

の参列、来賓の招待は一切なし

です。保護者の出席も各 1 人と制限させていただ

きました。皆様のご理解、ご協力に感謝いたします。 

 そのようなやや寂しい感じの卒業式ではありま

したが、みんな、晴れがましく、堂々と旅立ってい

きました。卒業生の未来に幸せあれ、栄あれ。 

 

◎女子テニス部・ボート部ともに全国選抜大会へ 
 女子テニス部とボート部がともに全国選抜大会

へ出場することが決まりました。 

 女子テニス部主将の原唯華さん(大木中卒)は「昨

年は東海地区大会で初の第２位に入賞し、出場権を

獲得しながらも、新型コロナウイルスの影響により

大会が中止となり涙をのみましたが、３年生が進学

準備と平行して練習に参加し、私たちを支えてくれ

ました。勝利で恩返しがしたい」と意気込みを語り

ました。大会は３月２０日から福岡県博多の森庭球場で行われます。 

 ボート部は中部選抜大会で、女子ダブルスカルの部で２位に入り、３月

２６日から浜松市天竜川ボート場で開催される全国選抜に駒を進めまし

た。インターハイは常連ですが、全国選抜は１４年ぶり２回目。清水春菜

さん(創徳中卒)は「諦めず頑張れば努力が報われる」、キャプテンの星野

紗良さん(天栄中卒)は「ボートは頑張

った分だけ結果がでる競技」と語り、

大会での活躍を誓っていました。さ

らに来年度開催のとこわか国体上位

入賞も目指しているボート部です。 

1年 ﾍﾟﾝﾈｰﾑ「なにわ」画 

感染防止のため座席間隔をあけて 


