
[陸上部]
☆男子 ハンマー投げ 第5位 竹嶌哲世(平和中)
☆女子 ハンマー投げ 第3位 濱田成美子(神守中)

[卓球部]
☆男子 学校対抗 第３位 団体Aチーム
[バドミントン部]
☆女子 団体戦 第3位
[ソフトテニス部]
☆女子 ダブルス 第3位 佐々木美月(永和中)・高見里彩(大治中)ペア

[ソフトテニス部]
☆１年女子 ダブルス 優 勝 佐々木美有(永和中)・宮崎友未香(佐織中)ペア

[演劇部] 奨励賞

[商業科] ☆ビジネスマナーの部 個人優勝 原来実(美和中)
団体優勝 坂口友梨(天王中)・原来実(美和中)・日永真実（立田中）

[卓球部]
☆男子 団体 準優勝
[バドミントン部]
☆女子 シングルス 第3位 米田結衣(藤浪中)

ダブルス 準優勝 米田結衣(藤浪中)・渡邉梨沙（明治中）
[ラグビー部] 第3位
[バレーボール部]
☆女子 第3位

《 優秀選手賞 藤井舞（弥富北） 》
[柔道部]
☆男子 団体 第2位

《 優秀選手賞 中野晃汰（立田） 》
[陸上部]

☆男子 4×400mR 第2位 猪飼涼太（藤浪）、森岡孝成（天王）、

池田開俊（蟹江北)、後藤寿也(祖父江中)
100ｍ 第4位 後藤寿也(祖父江中)
800m 第4位 山田壮馬（祖父江）

☆女子 4×400mR 第6位 吉髙愛（祖父江)、佐藤由依（神守)、
林里穂（美和)、溝口岬希（千代田)

100m 第5位 溝口岬希（千代田）
200m 第4位 溝口岬希（千代田）
ハンマー投げ 第2位 北澤寿音（佐織西) 

[陸上部]
☆女子 400mH 第8位 山田皐月(暁中)
☆女子 ハンマー投げ 第8位 濱田成美子(神守中)

[卓球部] ☆男子 シングルス 準優勝 上村隼人（藤浪）

[卓球部] ☆男子 シングルス ブロック優勝 加藤優希（藤浪）

[総合ビジネス科] 《津島税務署長賞》 橋本 万里佳（藤浪中)

[商業科] 《佳作》 安田 翔（八開）・森田 耕介（神守）・日永 真実（立田）・原 来実（美和）

[商業科] 《総合部門》 最優秀賞 伊藤 ななみ（佐織）
奨励賞 伊賀 千紗（佐織西）・大園 奈々（大治）

《キャッチコピー部門》 最優秀賞 伊藤 ななみ（佐織）
奨励賞 岸上 璃香（七宝北）

[商業科] 《研究文 共同の部》 第2位 安田 翔（八開）・森田 耕介（神守）・日永 真実（立田）・原 来実（美和）
第5位 小林 愛兼（神守）・坂口 友梨（天王）・佐々木 美月（永和）

鈴木 綾（永和）・竹内 理奈（永和）・平野 真世（神守）
《作文の部》 第6位 伊藤 ななみ（佐織）

東海大会出場！

東海大会出場！

県大会出場
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陸上競技部
東海大会出場

部活動

高校総体・愛知県大会

第71回中部日本高等学校演劇大会愛知県大会

愛知県公立高等学校商業科体育大会

尾張支部高等学校学年別大会

県大会出場

県大会出場

県大会出場

県大会出場

第63回愛知県高等学校商業実務総合競技大会

愛知県高等学校新人体育大会尾張支部予選会

愛知県陸上競技選手権大会

東海大会出場！

東海大会出場！

県大会出場
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県大会出場

県大会出場 学校ホームページでも随時
情報更新中です。
ぜひご覧下さい。

税に関する高校生の作文

専門高等学校生徒研究文

名古屋学院大学商学部主催第１１回POPコンテスト

平成30年度愛知県商業教育振興会生徒研究文・作文

平成30年度愛知県高等学校文化連盟ボランティア専門部 活動発表会（県大会） [商業活性化部] 優秀賞

愛知県新春卓球新人大会

尾張地区高等学校卓球大会
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電子商取引システムを授業の一環に取り入れ、高校生が仮想会社を創り、社長・
副社長・専務・部長などの役職を決め、ウェブサイトの制作・運営を行っています。

のぞいてみてください♪⇒http://aichi.manabiya.co.jp/

☆愛知県初！高校生が運営するオンラインショッピングモール☆

○福祉施設訪問 【商業科３年生】１０月１１日（木）
グループホーム「森津」様で
交流しました。

○まなびや愛知・
名古屋菅公学生服(株)調印式
【商業科３年生】

12月14日（金）

今後、生徒が考案した生地を利用し
た商品開発がされる予定です。
お楽しみに♪
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中部電力、あいち海部農協、いちい信用金庫、フタムラ化学、アラクス、東陽倉庫、
明電舎、マツヤ、豊田合成、金菱エンジニアリング、マキテック、ダイナパック、
日本郵便、中部抵抗器、サカエ理研工業、名古屋鉄道、長島観光開発、昭和機械、
長田広告、八幡製鋲所、名光精機、濃飛倉庫運輸、全日警、熱田神宮 その他

◎就職情報 主な就職内定先

☆求人社数 ８１９社（昨年度563社） 平成30年11月1日現在

進路速報

○ヨシヅヤ体験入社【総合ビジネス科２年生】
１０月１５日（月）～１７日（水）

株式会社義津屋様の御協力により
体験入社を行いました。

○文化公演会 １１月６日（火）
劇団「あおきりみかん」さんによる「僕の教室」

を鑑賞しました。本校生徒も劇に参加しました。

○人権講話 12月3日（月）

内容 「インターネットによる人権侵害」
講師 名古屋工業大学大学院情報工学専攻 准教授 伊藤 嘉浩 様
今回の講話を聴き、インターネット利用の在り方を改めて考えさせられ
ました。身近で手軽なものだからこそ、簡単に人を傷つける道具になり
かねないという怖さも知りました。

○名鉄 町方駅周辺の美化活動
12月20日（木）【商業活性化部】

名鉄町方駅周辺の
美化活動を行いました。

○パソコン塾終了のお知らせ
地域の皆様の御協力により１６年続いて

参りましたパソコン塾も無事に最後の日を
迎えました。
これまで本当にお世話になりました。
生徒もとても多くのことを学ぶことが
できました。
ありがとうございました。

◎進学情報 【推薦入試合格者】（平成31年1月17日現在）

《商業科》
岐阜大学 １名
長野大学 １名
岐阜市立女子短大 １名

津市立三重短大 ２名
（２年連続！）

《普通科》

津市立三重短大 １名

（２年連続！）

一般入試に向け挑戦中！
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