
 

東金商業は止まらない～learning never stop～ 

 

千葉県立東金商業高等学校  

 

 本校は商業科と情報処理科の２学科があり，全校で約４８０人の生徒たちは，明るく素

直で礼儀正しく元気に勉学に励み，部活動にも一生懸命取り組んでいます。東金商業高校

では「夢をカタチに・東商ブランド」を掲げ，「チーム東商」を合言葉としてキャリア教育

推進のために，地域，企業，諸団体，大学，中学校，小学校など，たくさんの方々と連携

し，他の学校では体験できない，東金商業ならではの体験プログラムを実施しています。 

現在，世界中で深刻な問題となっているプラスチックゴミ・海洋汚染問題に着目し，昨

年度より行っている東金市と連携した東金市発祥の紙ストローを東金市全域で周知・活用

してもらうための啓発・PR 活動に取り組んでいます。また，新型コロナウイルスの背景も

あり，2 ヶ月間の臨時休校中には，教員によるオンライン授

業をスタートさせ期間中に約３０本のコンテンツを制作しま

した。さらには，本校生徒の主体的な活動により立ち上がっ

たオンライン番組「夢をカタチに東商 online」や体験入学用

に部活動紹介動画を生徒自らの手で制作し、好評を博しまし

た。 

本校生徒たちは，紙ストローの継続的な普及・啓発活動の一環として，商工会議所と連

携し，「White Choose Day」という企画を立てました。これは、紙ストローをより多くの飲

食店に使用してもらい，多くの方々に環境問題に関心を持ってもらうため，商工会議所協

力のもと 11 月末の火曜日に協力店約 20 店舗で一斉に紙ストローの提

供を開始する、という取組です。この取組に関して，商工会議所担当

の片岡様をはじめ多くの方々から「市のまちづくりの課題である，自

然と共生する生活環境の創出の一役を買ってくれて感謝している」や

「高校生が紙ストローの企画や広報活動に積極的に取り組んでいる様

子が素晴らしい」，「この紙ストローを実店舗で取り扱うには，少し単

価が高いと感じる，今後東金商業と東金市役所等が協力し，安価で地

域商店街でも気軽に取り扱えるよう政策を練ってほしい」といった御

意見を頂戴しました。 

この取組みに関連して，生徒たちは、東金市のために私たちにでき

ることはないかと考え，一般社団法人 YASSAWAVE 様に協力を打診した

ところ、高校生目線で本市の魅力を配信することで，若者たちに「ま

ち」の魅力に興味関心を抱いてもらえるのではないか、という仮説の

もと、本校生徒がオンライン番組「YASSAWAVE」で，オリジナルの番

組運営を担当することとなりました。番組タイトルは「夢をカタチに

東商 online」とし，今後は、毎週木曜日 17 時より 30 分番組として

様々な情報を配信してまいります。 

そして、今後も「learning never stop」の精神で，積極的に主体

的に学校生活に取り組む本校生徒たちを主役に据えながら，様々な方々との繋がりを大切

にしていきます。 

本校のこれから活動に、乞う御期待ください。  
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東金商業は止まらない～learning never stop～ 

 
１ はじめに 
本校は，東金市の環境問題について取り組むため，昨年度「Choose my life～Eco 東商プロジェクト

～」を立ち上げた。今年開催される予定であった東京五輪もあり，近隣の千葉県長生郡一宮町（九十九

里海岸）ではサーフィン人気が高まっている。その背景もあり，多くの観光客が見込まれ，盛り上がり

を見せるなか，問題になっているのが海洋汚染問題である。 
 近年，大手飲食店ではプラスチックストローを廃止し，紙ストローを使用すると発表している。しか

し，これは大手飲食店での取り組みであり，地元飲食店ではこういった取り組みを行っているところは

少ないのが現状である。しかし 2020 年 7 月 1 日に，プラスチック製レジ袋の有料化が小売店に義務づ

けられ国内外問わず環境問題への意識が高くなった。そこで，東金市の環境問題対策として昨年企画・

制作した東金市発祥の紙ストローを，ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の趣旨にあうよう，継続的な東

金市の地域活性化に繋がる活動を，商業を学ぶ私たちが実学のなかで「まち」に還元しようと考えた。 
 今年度は，新型コロナウイルスの背景もあり，2 ヶ月間の臨時休校を余儀なくされ，平常時の授業は

もちろんのこと，部活動に関わる大会や，地域の催し物は次々と延期や中止となった。そのなかで，通

常の授業や，商業を学ぶ私たちにとって必要不可欠な実学による技能を得る環境を私たちの手で守り，

継続できるよう取り組んだ成果を紹介する。 
 
２ Choose my life～Eco 東商プロジェクト～ 
昨年度，東金市の環境問題について取り組むため「Eco 東商プロジェクト～Choose my life～」を立

ち上げた。経済の Economy，環境問題についての Ecology を 2 本柱として，「Eco 東商プロジェクト」

（え～ことしようプロジェクト）とし，東金商業の生徒たちが主体的に商業デザインを学び，デザイン

した紙ストローを「環境問題に前向きに積極的に取り組むシンボル」として発信することで，より良い

「まち」をつくるための，継続可能な取組みとして活動を始動した。 
紙ストローの広報活動においては，市内の飲食店や祭礼にてＰＲ活動やイベント活動を行い，NHK や

新聞，市の広報誌，地元ケーブルテレビ等にも取り上げられ，多くの方々に認知していただけるように

なった。しかし製作コストがプラスチックストローに比べて高く，多くの飲食店で使用していただくた

めには，継続的な普及・啓発活動に取り組むことが課題となった。 
 本年度は，新型コロナウイルスの背景もあり，中食需要の拡大で，デリバリーやテイクアウトが注目

を集めた。本市も商工会議所を中心にデリバリーやテイクアウトの取組みを行った。しかし，ある問題

も増加している。それは食べ物を入れる容器などの「ゴミ」の問題である。そこで，本校生徒たちは，

紙ストローの継続的な普及・啓発活動の一環として，商工会議所と連携し，「White Choose Day」とい

う企画を立てた。 
 近年 11 月には，年末商戦の幕開けを告げるイベントとして，Black Fri Day（ブラックフライデー）

を開催している。そこで，紙ストローをより多くの飲食店に使用してもらい，多くの方々に環境問題に

関心を持ってもらうため，商工会議所協力のもと 11 月末の火曜日に協力店約 20 店舗で一斉に紙ストロ

ーの提供を開始する取組みを企画した。紙ストローで（Choose）町を綺麗に（White）する日（Day）
ということで，White Choose Day（ホワイトチューズデー）とした。 
 本校生徒たちは，商工会議所に出向き，企画の提案と協力の依頼を行った。商工会議所が制作した「東
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金わくわくお弁当ガイド」のパンフレットに記載されている飲食店等に，紙ストローを使用してもらえ

るよう協力して頂いた。協力して頂ける飲食店は約 20 店舗となり，各店舗に東金市のイメージからデ

ザインした「桜」と「ぶどう」の紙ストローをそれぞれ 100 本提供することにした。この取組みに関し

て，商工会議所担当の片岡様をはじめ多くの方々から「市のまちづくりの課題である，自然と共生する

生活環境の創出の一役を買ってくれて感謝している」や「高校生が紙ストローの企画や広報活動に積極

的に取り組んでいる様子が素晴らしい」，「この紙ストローを実店舗で取り扱うには，少し単価が高いと

感じる，今後東金商業と東金市役所等が協力し，安価で地域商店街でも気軽に取り扱えるよう政策を練

ってほしい」との意見を頂戴した。 
環境問題に関心が高まる中，どのように普及していくべきか。「3R」というごみを減らすための 3 つ

のキーワードがあるが，最近は「4R」という用語があり，3R に「リフューズ（Refuse）」の R を加え

たもので，「プラスチック製品を使わない」という選択をするものだ。この 4R を多くの人に知ってもら

い，今後も，飲食店やそれぞれの家庭において，プラスチックストローを廃止する，使わないというこ

とを広めていくが，小さなお子様や女性から要望があれば，紙ストローを提供するという考えを提案し，

この活動を継続していく。 
 
３ 東商オンライン 
新型コロナウイルスにより，2 ヶ月間の臨時休校から，本校職員によるＹｏｕＴｕｂｅ限定公開チャ

ンネル「東金商業オンライン」を始動した。職員が自発的に立ち上がり，商業の専門高校による科目「簿

記」や「ビジネス情報」，「プログラミング」をはじめ，国語科や数学科，保健体育科の授業など様々な

教科によるオンライン授業を取り揃えた。視聴方法は，県教育委員会から付与されたＥメールアドレス

から生徒たちへ限定公開用のＵＲＬを送信し，閲覧させた。動画を視聴しても理解できないものに関し

ては，Ｅメールアドレスから質問を受け付けた。臨時休校になる際，課題配布等のために設けられた登

校日に行ったアンケートにより，家庭でパソコンやタブレットが使用でき，Wi-Fi 環境が整っている家

庭が 90％以上を占めたことが，今回の取組みに繋がった。また，環境が整ってない生徒に関しては，パ

ソコン室の公開や貸出用 iPad の導入を行い環境整備にも努めた。 
動画を視聴した生徒たちからは，「課題と連動して授業を配信してくれているため，非常に役に立っ

た」，「動画で編集されているため面白く，分かりやすく視聴できた」，「自分のタイミングで視聴したり，

見直すことができて良い」などのコメントが寄せられた。 
 我々職員も，ICT を活用した授業実践の良い研修となった。今度も，新型コロナウイルスのように予

期しない臨時休校がいつ起ころうとも，いつでもどこでも生徒たちの学びを止めないために，対面授業

とオンライン授業を組み合わせた「ハイブリッドな学習」を実現していくことが必要である。 
 
４ 高校生によるオンライン番組「夢をカタチに東商 online」 
本校では，3 年次に科目「課題研究」の授業で商業の見方・考え方を働かせ，実践的・体験的な学習

活動を行うため調査，研究を行っている。東金市の特徴と解決すべき課題などあらゆる面で私たちにで

きることはないかと考え，「まち」に関する情報を集め，課題研究に努めた。そのなかでも，本市が解決

すべき課題として位置付けている「ふるさと意識の形成」，「都市の魅力づくり」に着目し活動を行うこ

ととした。 
東金市には，一般社団法人 YASSAWAVE 様が配信しているローカル・インターネットメディア局
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『YASSAWAVE』があり，地元の祭礼「やっさまつり」など，地域の祭やイベント等を企画・運営する

とともにその他各種イベントに関与することで，地域の新旧文化の融合と振興を図る事業を行っている。

そこで，私たち商業生が YASSAWAVE で，番組を持ち，高校生目線で本市の魅力を配信することで，

若者たちに「まち」の魅力に興味関心を抱いてもらえるのではないかと考えた。現在，担当の佐藤様と

綿密な打合せを行いながら番組内容の検討を行っている。私たちの番組タイトルは「夢をカタチに東商

online」とし，毎週木曜日 17 時より 30 分番組として配信する。 
 
５ 生徒会による学校紹介動画 
本校は，8 月上旬に体験入学を行っている。例年，体験授業や部活動体験など，中学生が本校の教育

活動に触れ，進路選択の貴重な体験の場として位置付けられている。しかし，新型コロナウイルスの感

染拡大防止のため，体験授業や部活動体験は密になる状況が不可欠なため実施が難しい状態にあった。

少しでも本校の魅力を知ってもらえるよう，何ができるかを模索するなか，生徒会による学校紹介動画

を配信することになった。臨時休校が明け，学校再開となった 6 月から直ぐに各部活動の撮影を行い，

1 学期期末考査後に動画の編集に取り掛かった。感染拡大防止に努めながら各部活動に取り組んでいる

様子を，生徒会自ら計画を立て学校行事や部活動の様子を 10 分間の動画に詰め込んだ。 
動画を視聴した中学生からは「今年は部活動体験ができないので，見学しただけでは分からないこと

が動画を見ることで感じることができた」，「オンライン授業など様々な取組みをしていて，商業生は凄

いなと思った」，「全ての部活動で熱心に励む先輩たちの姿がとてもカッコいいと思った」などの声が上

がった。例年，体験入学のアンケートでは，大会や練習試合等で直に体験できない部活動も多く，課題

の一つであった。今後，生徒会が主体的に取り組んだ学校紹介動画等を継続的に体験入学のコンテンツ

とすることで，多くの中学生に本校の魅力を伝えられる良い機会となる。 
 
６ 広報・報道実績 
高校生によるオンライン番組「夢をカタチに東商 online」は，11 月 19 日（木）に放送開始となる。

現在，企画立案や情報収集等の準備に取り掛かっている。記念すべき第 1 回目の放送では，White Choose 
Day の NEWS や本校部活動の様子を配信する予定である。 
 
7 今後の方針 
本校は単独の商業高校で商業科と情報処理科がある。全校で約４８０人の生徒は，明るく素直で礼儀

正しく元気に勉学に励み，部活動にも一生懸命取り組んでいる。「夢をカタチに・東商ブランド」を掲げ，

「チーム東商」を合言葉としてキャリア教育推進のために，地域，企業，諸団体，大学，中学校，小学

校など，たくさんの方々と連携し，他の学校では体験できない，東商ならではの体験プログラムを実施

しており，今後も様々な方々との繋がりを大切にしていきたい。 
 本年度は，新型コロナウイルスの背景もあり，授業時間の確保，学校行事の見直しなど過去にないか

たちで学校を運営しなければならない状況にあった。ソーシャルディスタンスを守るため，部活動に関

わる大会や集会等も実施要項を見直し，できる限り分散して実施するなど，生徒たちの学びを止めない

よう尽力した。これも，本校生徒たちが主体的に学校生活に取り組んでくれた成果である。心から敬意

を表する。今後も本校は，learning never stop の精神で積極的に取り組んでいく。 
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【Eco 東商プロジェクト】 

毎週火曜日に本市飲食店が紙スト

ローで「まち」を綺麗にする日として

プロジェクトを始動した。 

商工会議所に紙ストロー4,000本を

提供し，各飲食店にも訪問した。 

東金商業は止まらない 

千葉県立東金商業高等学校 

千葉県東金市松之郷久我台 1641-1 

TEL:0475-52-2265 FAX:0475-53-0663 

ハイブリッドな学習を目指した「東金商業オンライン」 

 

臨時休校を受け，課題と連動した YouTube 限定公開の「東金商業オン

ライン」を始動した。商業の専門高校による科目「簿記」や「プログラ

ミング」などをはじめ，普通教科の授業など様々なオンライン授業を取

り揃えた。今後もいつでもどこでも生徒たちの学びを止めないために対

面授業とオンライン授業を組み合わせていく。 

科目「プログラミング」 

・流れ図記号 
担当教諭 藤井 裕久 

科目「数学Ⅱ」 

・分数式の加法と減法 
担当教諭 大岩 麻椰 

科目「体育」 

・ダンスで体を動かそう 
担当教諭 田中 康之 
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 千葉県立東金商業高等学校 

千葉県東金市松之郷久我台 1641-1 

TEL:0475-52-2265 FAX:0475-53-0663 

生徒会による 

学校紹介動画 

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，例

年体験入学で行っている体験授業や部活動体験

を，生徒会による学校紹介動画で紹介。 

生徒会が自発的に 6 月からの部活動再開の取組

みを撮影し，動画の編集に取り掛かった。 

「オンライン授業など様々な取組みをしてい

て，凄いなと思った」 

「熱心に励む先輩たちの姿がとてもカッコいい

と思った」 

一般社団法人 YASSAWAVE 

番組制作部長 佐藤朝香 様と打合せ！ 

番組制作のタイトルや配信時間，企画内容等の説

明を受け，高校生自ら番組を制作する！！ 

毎週木曜日 

17：00～17：30 

※再放送 日曜日(番組欄要確認) 

高校生目線で本校の取組みや本

市の魅力を配信することで，若者

たちに「まち」の魅力に興味関心

を抱いてもらえるのではないかと

考えた。 

11 月 19 日（木）に放送開始 

 

《企画内容》 

・東商 NEWS 

・東金市の魅力発見 

・東商生の主張 

・生徒会企画 

・東金商業部活動紹介など 
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高校生が運営する番組「夢をカタチに東商 online」ポスター 

 


