橋

ＰＴＡ会長

高
般人の記憶力は全員同じでありま
すが、学力的に絶対格差が生まれ
てきます。優秀な人ほど心の中に
余計なものを持っていません。持
たないから沢山の事を取り入れる
事が出来るのでしょう。皆様の中
に自分を変えたい方がいるなら、
余計なものを少しずつ消して行っ
てください。人間は余計なものを
持っていると、その分だけ苦労す
ることになるのですね。
“素直になってみる”
自分自身の悪い所や欠点（マイナ
ス部分）を素直に認め、相談して
なくすようにしよう。誰でも長所
も短所も持ち合わせているもの。
夢の実現のため、恥ずかしがらず
に吐き出してみよう。口から吐き
出したマイナス部分は消えて“叶
う”という文字になる。夢は夢で
はなく必ず叶うものだから。
“資格取得は絶対一つ以上取る”
現社会では学歴も大切だが、資格
は最も重要であることも言ってお
きます。私が東総在学中は資格取
得にも限りがあったが、その多く

豊

青春をエンジョイ

新入生の皆様、栄えある東総へ
の入学おめでとう。もうすっかり
高校生活にも馴染んできたと思っ
ています。これから三年間、十分
に青春をエンジョイし悔いの残ら
ない様に少々申し上げる。
“楽園ではなく学園である”
新入生の入学の本音を聞いてみる
と、東総は規則がゆるい等の動機
が多い。前会報の中にも私達も落
胆する文章が書かれていました。
東総は技術を学ぶ場所なので、普
通高校と違い専門教科の学習時間
が多い。そのため、レポート物も
半端なく多い。結果、楽したいと
思う者は置いて行かれ、あとは言
うまでもない。真摯に学べば自ず
と道は開かれ、海外研修生に選出
されたり、全国大会切符、各コン
クール出場等、皆様の記憶に残る
貴重な思い出となるでしょう。こ
の時こそ東総は楽園と言えるので
すね。
“余計なものを持つな”
学ぶためには、気持ちの中に余計
なものを持たないでください。一

旭市鎌数字川西5146
TEL 0479（62）2522
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最後になりましたが、お子様の
ご入学おめでとうございます。当、
東総工業高等学校は県内工業高校
の中でも最上位に位置する学校で
あります。授業もとても綿密で濃
い内容を行っております。ＰＴＡ
としても、学校と家庭を結ぶパイ
プラインとして日々活動しており
ます。これから卒業されるまでの
間、 色 々 な 創 意 工 夫 を 凝 ら し た
事業計画も予定しておりますので、
ぜひともご協力の程お願い申し上
げます。また、当会報配布の頃に
は平成二十七年度新役員体制が発
足しておりますが、前年度同様の
御理解と御協力を重ねてお願い申
し上げます。

は東総工に在学しているからこそ
取得できるものばかりであった。
会社管理者の立場からすれば資格
保有者を採用することは事実。ま
た資格手当という金額も給与にプ
ラスされるのも事実なのです。今、
軽く見ている資格も将来には大き
なものとなります。卒業までに数
多くの人が、ゴールドマイスター
顕彰を取れる事に期待しています。

ＰＴＡ広報委員会
事 務 局
“ほとばしる 青春の汗
日がはねる”

つれづれなる
ままに

校 長

木内和夫

ＰＴＡの皆様には、日ごろから
本校の教育活動に対し、深い御理
解と御協力を賜り、厚く御礼申し
上げます。
さて、平成二七年度の幕開けに
あたり、日頃から考えていること
を、つれづれなるままにお話をさ
せていただきます。
⑴新社会人に望みたいこと
朝日新聞デジタルのウェブサイ
トで３月上旬、会員登録者を対象
にアンケートを実施、１７０１人
が回答しました。
少子高齢化社会を生き抜いてい
く生徒諸君にとっても参考となる
内容なので、一緒に考えて欲しい。
そして生きる上での参考にして欲
しいと思います。
≪ランキング ベスト ≫
①挨拶をする。
②遅刻をしない。
③正しい日本語を話す。
④人の話をよく聞く。
⑤敬語を正しく使う。
⑥清潔な身だしなみ。
⑦何事も嫌がらずに取り組む。
⑧報告・相談を欠かさない。
⑨最後まで責任を持つ。
⑩新聞を読む。
これらの項目は一見、当たり前
のことでありますが、新社会人に
限らず、大人の人でも実際は出来
ていない場合も多いと思います。
≪ランキング ベスト ≫
⑪忍耐力を付ける。
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⑫トラブルを抱え込まない。
⑬勉強を怠らない。
⑭調和を心がける。
⑮自ら考える。
⑯忠告を素直に聞く。
⑰失敗を怖がらない。
⑱正しい文章を書く。
⑲勝手に判断しない。
⑳スマホ・携帯をいじり続けない。
以上のポイントを頭に入れて、
将来社会に出た時に、一緒に仕事
をしたいと思われる人になって欲
しいと切に希望いたします。
⑵選抜高校野球で教えられたこと
グランドに チームメイトの
笑顔あり 夢を追いかけ 命
輝く
この短歌は、今回の選抜高校野
球の開会式の選手宣誓の中で、敦
賀気比高校の篠原涼主将が披露し
た作品です。この前向きな明るさ
が優勝の原動力になったように思
います。
敦賀気比高校は、冬場の雪や雨
でほとんど打ち込めなかった打線
が復調するかと新聞に書かれてい
ました。
そんな懸念をものともせず、福
井県の敦賀気比高校が春の甲子園
を制したのです。
決勝で敗れた北海道の東海大四
高も、雪の北海道で鍛え、終盤ま
で互角の健闘をしました。東海大
四高も、冬場は屋内で基本練習を
繰り返し、雪国のハンディを乗り
越えたのです。
今年初めて土のグラウンドで練
習したのは３月３日。鹿児島県の
奄美大島での合宿だったといいま
す。地元の室内練習場でできるこ
とは、キャッチボールなどの基本
練習ばかりと言う。丁寧に捕球す

るために、両手にはめたスリッパ
でボールを捕るなど、工夫を重ね
て守備力を上げました。室内でも
工夫すれば、全国に通用するとい
う強い思いが、今回の準優勝につ
ながったのです。
厳しい環境こそが人を鍛える。
沖縄なら長い梅雨や暑さ。北海道
なら雪や寒さ。それを糧に進んで
見せる。この不屈の闘志こそが勝
利の原動力となったことをまざま
ざと教えられました。
本校でも様々な部活動で生かせ
る教訓だと思います。どうか胸に
焼き付けて欲しい。
⑶今、企業が求める人材とは
来春に卒業する大学生の就職活
動が３月１日に解禁となりました。
衣料品メーカー「ワールド」の
足立光氏は「就職で『体育会系』
を売りにするのはやめた方がい
い」と学生に呼び掛けています。
足立氏によると、高度経済成長
期には、日本的な価値観を共有し、
言われたとおりに疑問を持たずに
実行していくという社員が求めら
れたといいます。
しかしグローバル化が進む今、
英語力や異文化コミュニケーショ
ン能力、柔軟性、事業構想力など
が必要で、それらは上位下達の中
で厳しい練習の中で身に就くもの
ではないと指摘しています。
礼儀正しさや規律といった体育
会系の特徴は、社会人生活を送る
上では、かえってプラスですが、
別の利点もアピールできるような
経験を学生時代に積んで置くこと
が理想だと主張しています。
平成 年度版『進路の手引き』
の中でも指摘したことですが、「成
長社会」から「成熟社会」への移

行が叫ばれている中、これからの
社会で生き抜いていくためには、
常に一つンの正解を求める「情報
処理力」ではなく、新たな正解を
作り出す「情報編集力」が求めら
れていることを改めて痛感してい
ます。
最後に、保護者の皆様に対しま
して、本校の今年度の学校経営方
針を申し上げたいと思います。
本校は企業からも大学等からも
大きな期待をされています。卒業
と同時に社会で即戦力として活躍
できる人材の育成、言うならば東
総工業高校卒業生ならば「安心」
と思っていただける「東総工業ブ
ランド」を更に確立していきたい
と思います。
そのためには、感性、想像力、
創造力、そして高い技術力と幅広
い教養を有する人材の育成を、全
職員一丸となって進めて参ります。
御理解御協力をよろしくお願いい
たします。

※今年度の取組
全ての生徒に対し、工業高校で学ん
だ 貴 重 な 経 験 を、 俳 句 や 短 歌 に 表 現 し
て、 社 会 に 発 信 す る こ と を 計 画 し て い
ます。
保護者の有志の皆様対象では、校長
主 催 の「 文 化 サ ロ ン 」
（ 読 書 会、 短 歌
俳句創作等）を計画しています。振るっ
て御参加くださるようお願いします。

母校の歴史

同窓会長

加瀬義夫
新入生を迎え創立五十三年目の
学校生活が始まりました。
昭和三十八年旧近隣三市十二町

中里昭二

の市・町長や関係者の方々が県に
お願いをして、東総地区唯一の工
業高校として開校し、先輩・諸先
生方・地域の皆様に支え育てられ
てきました。半世紀を超え改めて
母校の歴史を感じてもらいたいと
思います。
高校生活で『早く大人になれ』。
学業はもとより社会人となる基礎
を身に付けてください。体力・ま
わりの人々への接し方・言葉づか
い・責任のある行動です。大人に
なったとは年齢や自分で決めるこ
とではなく周囲の人が評価・認め
てくれることです。文化や運動部・
クラスにおいて多くの友人をつく
り、楽しい思い出多き高校生活を
送ってください。

一学年主任

入学式から約２ヶ月が経過しま
した。保護者の皆様にはお忙しい
中、多数参列していただき、無事
入学式を終えることができました
ことを深く感謝申し上げます。私
としましても、初めての学年主任
として入学生全員が、３年後に胸
を張って卒業できるよう努力した
いと思っています。
さて、平成 年度生が入学し、
すべての学年が新しい制服となり
ました。ここからまた、新しい東
総工業高校の歴史と伝統が始まる
ものと思っております。そのため
には、きちんとした制服の着こな
しと、きちんとした挨拶が重要だ
と思います。社会人になれば、あ
たりまえのことがきちんとできな
27
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◀ 一 学 年 職 員
ければ、
信用が
得られ
ません。
ですか
ら、服
装頭髪
に関し
て、少
し厳し
いと思
われる
指導が
あるか
もしれ
ません
が、ご
協力の
ほどよろしくお願いいたします。
また、挨拶に関しては、ご家庭で
もきちんとできるように、朝、登
校時、帰宅時等、声かけをお願い
いたします。小学校に入学したば
かりのころは出来ていた事が、成
長するにしたがって恥ずかしさな
どで出来なくなる生徒がいますが、
親のほうから声をかけることで変
わってくることと思います。
話は変わりまして、学習につい
てですが、このＰＴＡ会報が発行
されるころには１学期の中間考査
の結果が出ていると思います。成
績が良ければ是非褒めてあげて下
さい。もし芳しくないようでした
ら、中学や小学校の基礎から復習
したほうが早く成績が向上すると
思います。３年生になったときに、
自分の希望する進路に向けて努力
してほしいと思っています。中学
校までの成績は一切関係なく、高
校の成績だけで構内選抜や推薦が
決まってしまうので、スタートラ

髙中俊一

インは皆一緒です。普段からの努
力が成績に現れると思います。
それから、家庭での会話も重要
だと思います。帰宅しましたら、
今日一日何があったか聞いてみて
下さい。そのことによって、自分
が家族から必要とされている（愛
されている）と感じると思います。
いろいろと書きましたが、是非ご
協力のほどよろしくお願いいたし
ます。

Ｍ１担任

松井克浩

元気よく、進んであいさつがで
きる人になろう。
「ありがとう」と素直に感謝で
きる人になろう。
君たちは、縁あって東総工業高
校に入学したわけで、もうこの学
校でやるしかない。だったら、こ
の学校で一生懸命努力し、いろい
ろなことに燃えてほしい。

Ｅ１担任

東総工業高校に入学してから、
はや二ヶ月が経ち、入学当初は緊
張していた皆さんも高校生活に慣
れてきた頃だと思います。部活動
に専門の実習などに頑張ってい
て、大変だけど面白いと感じてい
る人もいるかと思います。その人
は、そのままの流れに乗って高校
生活を頑張って行きましょう。ま
た、中学校とは違い、色々な約束
事が多く、当初のイメージしてい
た高校生活と違ったと感じている
人もいるかと思います。電気科の
生徒には授業でも話をさせても
ら っ て い る よ う に、 電 気 の 世 界
は、目で見て分からないものを扱
っていきます。そのため、扱う方
法として計測機器で測ったり、計

