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平成 年度の入学式が無事に終
わり、新入生を迎えることができ
ました。
２年間に渡り、本校のＰＴＡ会長
を務めさせていただきましたが、
これが最後の仕事となりました。
色々と至らない点があり、大変ご
迷惑をお掛けしましたが、学校関
係者の皆様の御協力があって、何
とか任期満了を迎えることができ
ました。この場を借りてお礼申し
上げます。
３月に卒業していった息子は、
私にとって初めての子供です。彼
が生まれた時、私は 歳。
世間的には若い部類の父親でした。
当然、何をしてよいやら分からず
に、手探りの子育てでした。
同世代の友人たちだって、子育て
の経験があるわけでは無かったの
で、相談する相手も居ませんでし
た。
考えてみれば、息子が生まれた瞬
間に、私も父親として０歳だった
わけです。
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誰だって面倒なことはなるべく少
ないほうがいい。それは私だって
同じです。
ＰＴＡ会長
ただ、一言だけ言わせていただく
と、「 や っ て み た ら、 案 外 楽 し か
高 木
敬
った。」というのがＰＴＡです。
分からないのは当たり前、上手
くいかなくても当たり前だと思え
ば、
「当たり前の事で悩む必要は
無い。
」というのが私の考えです。
育児本を読み漁ったりすること
校 長
もありません、自分なりに子供と
名取康雄
正面から向き合っていれば良い。
本人の意思を尊重すること、助け
今年度はこの言葉を学校の教育
を求められれば応じること、何が
目標に掲げました。副題として、
あっても味方であると伝えること、 「ものづくり」の心と技術を伝え
『
ともかくシンプルに考えて、今ま
る人づくりの場』というキャッチ
で何とかやってきたような気がし
フレーズもつけました。
ます。
本校に赴任して一年が経過しま
今年、息子が 歳、私は父親と
した。ＰＴＡ役員始め保護者の皆
して 歳。彼が立派に成人したら、 様の御協力をいただき、一年を無
ようやく私も父親として一人前に
事に過ごして参りました。この一
なれるような気がしています。
年は本校生徒がいかに地域から求
そうしたら、自分への御褒美に
められているかという現実がひし
何か欲しいなと企んでいます。第
ひしと伝わってくる一年でもあり
一希望は大型二輪の免許を取得す
ま し た。「 東 総 工 業 と て も 良 く な
ることですが、この点については
っているね」という言葉を頂戴す
要相談になりそうです。
る機会が多くあり、校長として面
さて、ＰＴＡ活動については、
目を施す場面も多々ありました。
昨今いろいろな考え方があります。
廃止を望む声もあります。
４月には電子機械科２年の須合
19

最後に、いつもと変わらぬＳＮ
Ｓの注意についてです。私もつい
この間携帯電話からスマホに変わ
りました。機能が多くて、ついて
行けない部分も沢山あります。
皆様方お子さんのスマホにはフ
ィルタをかけていますか？また、
そのフィルタは有効になっていま
すか？ぜひ点検をお願いします。
スマホから性被害や詐欺商法等
の被害に遭うという事が多く報告
されています。個人情報を出さな
いようにしておくと多くのサービ
スを受けられない状態になります
ので、どこまで情報を提供するか
も大切になります。親の側の勉強
も大切です。
Ｓ Ｎ Ｓ に つ い て は、『 画 像・ 発

一緒に仕事をこなしてきた本部役
員の皆さんが、とてもいいメンバ
昨年度半ばから、生徒達には「他
ーだった事にも感謝しています。
人を思いやる心」を持って行動す
今後、役員を引き受けて頂ける皆
ることを繰り返しお願いしており
様には、どうか前向きな発想で、
ます。
行事を進めて頂きたいと思います。
教師と生徒の間、部活動の中、
どうせやるなら、楽しいほうがい
男女の間、人間には色々な場面に
いです。大変なこともありますが、 おける『人と人の間』が存在しま
過ぎてしまえばよい思い出です。
す。その場において、自分の意に
親同士のコミュニティとして、
沿わない事等があるのが社会であ
このＰＴＡが長く続いていくこと、 ることを理解し、どう行動するか
そして本校がますます発展してい
を学んで欲しいと思っております。
くことを願っています。２年間あ
教職員もその視点で指導をしてお
りがとうございました。
りますが、まだまだ他人との接し
方に幼い点が多くあります。一つ
一つの体験をとらえながら指導し
ておりますが、御家庭でもお気づ
きの点があればお知らせください。
教育は、学校だけでなく家庭・
地域が両輪となって行うものと考
えております。

勇斗君が関東甲信越高校生溶接コ
ンクールで第４位を獲得するなど、
工業系の活動も盛んに行われてい
ます。部活動についても現在地区
予選等が行われており、力を十分
発揮してくれると信じております。
教職員も放課後、休日にも指導に
あたっております。
部活動等については、結果も大
切ですが、生徒一人ひとりが力を
出し切って、頑張った実感を持つ
ことが、将来につながると考えて
おります。その点を御理解いただ
き、御家庭の御支援をよろしくお
願いいたします。
また、文部科学省からの通知も
あり、週１日は部活休養日を設け
ること、１ヶ月の中で土日の休養
日を設けることが言われておりま
す。部活動がない日にどう過ごす
かも大切なことになります。

言全てについて、発信してよいこ
とは自分の家の玄関の扉の外側に
署名をして書くことができること
だ』と伺いました。非常に簡単な
原理ですので、お子様にも御指導
ください。
授業公開週間などもあります。
お子様が学校でどうしているか是
非見に来てください。
今年度も引き続きよろしくお願い
申し上げます。

母校の歴史
同窓会長

木内兵衛
新入生を迎え創立五十五年目の
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
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、楽しい思いで多き高校生活を
送ってください。

岩井孝二

高校生活が
スタートして
一学年主任
四月七日、四クラス・四学科・
百六十名の入学式が行われました。
保護者の皆様にはお忙しい中、多
数参列していただき、無事に終え
ることができましたことに深く感
謝申し上げます。入学後、高校生
活を円滑に過ごすために、四日間
に渡るオリエンテーションを受け、
不安感と緊張感の中、新たな生活
が始まりました。
四月二十八日、初めての学校行
事、
スポーツテスト・身体測定では、
一生懸命頑張っている姿に、とて
も好感が持てました。また、五月
十九日には、校外学習があり、東
京ディズニーランドに行きました。
事前学習プリントにて、ホスピタ
リティについて考え、班別行動、
いろいろなアトラクションを仲間
と共に体験し、クラスやクラスの
枠を超えて、楽しいひと時を送り
親睦を深めたことと思われます。
五月十六日、高校生活始めての
定期考査が実施されました。最初
の学習成績を通知しましたが、出
来・不出来、さまざまな受け止め
方をされたと思います。成績結果
は本人も保護者の方も、冷静に分
析していただき、次回に生かせる
課題を把握する事がとても大切で
す。三年後の進路決定は学習成績

が全てではありませんが、重要な
決定打となります。
卒業後の進路を見据え、色々な
ことに積極的にチャレンジをしな
がら、元気のある挨拶や返事、素
直に・前向きに、心を豊かにして
三年後に笑って過ごせるよう、自
らを育て、成長させるという意識
を持って、高校生活を送って欲し
いと思います。
最後に、修学旅行のアンケート
にご協力いただき、ありがとうご
ざいました。体験学習・平和学習
を柱に、来年十一月に三泊四日で
沖縄方面への修学旅行となりまし
たのでご報告いたします。

櫻庭敬己
四月七日の入学式、皆さんには
高校生活における最初の課題を提
示しました。それは「大きな声で

Ｍ１担任
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職
年
学
一
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下さい。
返事をすること」でした。皆さん
また、勉強以外にも、部活動も
の大きな返事は今でもよく思い出
頑張ってみてはいかがですか。部
せますし、東総工業高校への期待
活動をとおして、学べることもた
や希望を感じさせる、良い返事だ
くさんあります。チームメイトと
ったと思います。
あれから２ヶ月が経ちましたが、 切磋琢磨しあいながら、忍耐力、
精神面などを鍛えられ、人として
自分の期待していた高校生活は送
大きく成長することができるから
れているでしょうか。授業や部活
です。これらのことは、社会に出
動、資格取得等、充実した毎日を
てからも役に立つことばかりです。
過ごし、そろそろ学校生活に慣れ
最後に、三年間の高校生活を有
てきた頃ではないでしょうか。
意義に過ごせるように、お互い頑
そんな皆さんには、周りのすべ
張りましょう。
てのことにワクワクドキドキする
癖をつけてほしいと思います。ワ
Ｉ１担任 飯 田 佐 知
クドキすると、とてもいい顔にな
「おはよう！・・・元気がない！
ります。アンテナを高く上げ、細
十五歳のパワーはそんなものなの
かく枝葉をつけ、自分の引き出し
か？やり直し！」入学式入場の直
に入れていきましょう。色々なも
のを感じて、ワクドキしましょう。 前、小体育館で初めて一学年全員
が集まった時の学年主任の岩井先
それらを引き出しに入れることが
生の第一声。それ以来、毎回の学
できたなら、いつでも取り出せる
年集会の岩井先生の言葉の巧みさ
宝物になるはずです。
と情熱に、みんなは圧倒されっぱ
◆高校生活◆
なし。Ｍ科担任の櫻庭先生、集会
の時の指導の上手さ、体育科主任
Ｅ１担任 小 高 正 久
として常に駆け回る姿、生徒を熱
心に指導する姿、輝いている。Ｅ
科担任の小高先生、仕事がどの担
任よりも早く、とにかく真面目。
部活指導しながらクラス通信をそ
んなにたくさんいつ作る時間がい
つあるの？と脱帽。Ｐ科担任の首
代 先 生、 入 学 式 前 か ら 担 任 を す
るのがワクワクして仕方がないと
言い、呼名簿を見ないでも言える
ほどの熱の入れよう。漢字テスト
の対策プリントを私がＢ４で作っ
ているのを見かけたその日のうち
に、Ｂ４裏表で作って、対抗。毎
朝４時に家を出て遅い時は夜１時

夢と希望を胸に入学し、早二ヶ
月が経ちました。東総生としての
高校生活はいかかですか。中学校
とは異なり、様々な地域から通学
している友達とも、親交を深めて
いる頃だろうと思います。
初めて勉強をする工業科目は楽
しいですか。国語、社会、数学、
理科、外国語を教えてくれる塾は
ありますが、工業科目を教えてく
れる塾はありません。授業でしっ
かり理解をして欲しいと思います。
そして、資格取得に励み、是非、
その道のスペシャリストになって

に帰宅。その情熱はいったいどこ
から来ているの？この素晴らしい
学年団の中で大好きなクラス担任
をやれるとは、私はなんと幸せな
のか。ことクラスのこととなると、
私は自分を見失うほどの熱を入れ
てしまう。この学年団で火に油を
注がれてしまった。毎日の担任が
楽しくてたまらない。モットーは
クラスの為に常に全力投球！家族
も私のその性格をよくわかってい
て、応援したり、頑張りすぎない
でと心配したりしてくれている。
私のかわいいＩ１の生徒達。第
１回漢字テスト全校１位。ダンス
同好会立ち上げ、各種運動部、パ
ソコン、プログラミング、音楽、
美術、英検準２級中学校で取得、
円周率３．１４以下を百桁まで言
える、と多芸多才。陸上特殊無線、
漢検、英検、ベトナム研修、生徒
会入会、申込者多数。何事にも積
極的で目的意識が高く、前向きな
クラス。授業態度でもたくさんの
先生方のお褒めをいただいている。
その気持ちをそのまま持ち続け、
より良い進路実現を叶えてほしい。
私は教員としてＩ１が五つ目の
クラス。東総工業に着任して七年
目。東総工業では間違いなくこれ
が最後の担任となる。人生何があ
るかわからないので、もしかした
ら私にとって最後のクラスになる
かもしれない。今までの経験を最
大限に生かし、校訓である「技術・
使命・誇り」を胸に抱かせ、クラ
ス四十人全員を立派に卒業させた
い。Ｉ１のみんなも私を信じて付
いてきて欲しい。日々、一緒に楽
しもう、泣こう、笑おう、語り合

おう！三年間どうぞよろしくね。

首代昌紀

関係を築きやすく、スポーツ大会
や文化祭などの行事は、とても充
実したものになります。
３年間という短い時間ではあり
ますが、東総工業高校に入学した
からには、工業高校ならではの元
気の良い挨拶や仕事に携わる責任
感・意欲をしっかりと抱き、将来
に向けて努力をしていってくださ
い。
３年後、みなさんが「報告・連
絡・相談」のできる、立派な社会
人へと成長できているように、た
くさんサポートしていきたいと思
います。

で頑張りたいと思いますのでよ
回のコンクールにかける気持ちは
ろしくお願いします。
人一倍ありました。３月末には千
葉県溶接協会の協力により君津市
の㈱サンキュウリサーチアンドク
リエイトで２回にわたり練習会を
開いていただき、大きな大会に出
場できるうれしさの反面、千葉県
代表というプレッシャーで本番に
実力を出し切れるか不安もありま
①国語・成田市
したが、先生方や周りの方々の支
②日進月歩
えもあり、当日は比較的落ち着い
③本年度から教員としてのスター
て取り組むことができました。
トを切りました。何事にも積極
結果は、 名参加した中で、優
的にチャレンジし、生徒のため
秀賞（第４位）という結果を残す
に尽力します。いつも明るく元
ことができました。大会に向けて
気に、そして楽しく授業を行っ
練習をする中で、良い結果を得ら
ていきたいと思います。精一杯
れただけでなく、練習を通して精
頑張ります。よろしくお願い致
神的にも体力的にも成長すること
します。
ができとてもよかったと思います。

①担当教科・住所
②好きな言葉
③自己ＰＲ

建

Ｐ１担任
１年生のみなさん、入学おめで
とうございます。
自分の予想していた高校生活を
送れている人もいれば、まだまだ
馴染めずに不安を抱えている人も
いるでしょうが、高校生活は始ま
ったばかりです。３年間を楽しく
過ごし、多くの専門的な資格を取
得し、よりよい進路を決定できる
ように頑張っていきましょう。
また、東総工業高校ではクラス
替えが無いため、クラス内の信頼

須 合 勇 斗
みの競技で４回に分けて溶接を行
うため体力と集中力が必要で、練
習は 月から４か月間練習してき
ました。今回の課題は授業の時よ
りも高い電流で作業を行い、ウィ
ービングという技術を使い溶接を
行うため最初はとても緊張しまし
た。１回溶接するごとに溶接部に
付くスラグをはがすのも体力のい
る作業で苦労しました。
中学校時代も部活動で大
会に参加することはありま
したが、関東甲信越から選
手が集まる大きな大会に出
たことはなかったので、今

22

①国語科・銚子市
②「為せば成る。」
③今度、再任用で東総工業高校に
赴任して参りました。これまで
に、農業高校や商業高校の専門
高校をかなり経験して来ました
が、工業高校での仕事は初めて
の事になります。新たな気持ち

白 土 則 夫

電子機械科２年
昨年の９月から総合技術コンク
ールに向けて放課後、ガス溶接と
アーク溶接の練習をしてきました。
どちらも下向き突合せ溶接という
種類の溶接で、校内選考を勝ち抜
き、総合技術コンクールでは優秀
賞をいただき、関東甲信越高校生
溶接コンクールへの推薦もいただ
くことができました。
関東甲信越溶接コンクールは、
４月 日に神奈
川県藤沢市で開
催されました。
競技はタック
溶接（仮溶接）
された材料を会
場に持ち込み、
各層での清掃も
含め 分間で行
う競技です。
アーク溶接の

12

岩 野

①地理歴史・香取市
②継続力
③三月に大学を卒業し、この四月
から教員としてのスタートを切
ります。
まだわからないことも多く、力
不足を感じることもありますが、
生徒のより良い成長を支援でき
るよう一生懸命頑張ります。よ
ろしくお願いします。

小 川 敦 也

相 良 祐 希
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①数学・旭市
②初志貫徹
③前年度は船橋市の中学校で数学
と理科を担当していました。
今年は義務教育で培った経験を
もとに、生徒１人１人に寄り添
った指導をしていきたいと考え
ています。初任で不慣れなこと
も多いですが、何事にも一生懸
命に取り組んでいきたいと思っ
ています。よろしくお願いしま
す。

①数学科・東金市
②人に優しく、自分に優しく
③この四月から、県立銚子高校か
ら参りました。生徒の皆さんか
ら「また、あの先生に教わりた
い」と思ってもらえるような授
業をしたいと考えています。よ
ろしくお願いします。

①理科・銚子市
②
「案ずるより産むが易し」「笑顔」
③義務教育より今年着任しました。
高等学校は初めての経験で不安
でもあり、それ以上に期待もあ
ります。工業系の高校生が必要
であろう理科の分野や法則を見
極めながら、楽しく授業をして

いきたいと思います。毎日が驚
きの連続ですが、一日も早く慣
れ、頑張りたいと思います。そ
して、中学校での経験を活かし
た自分らしい教育をしていきた
いと思います。

①芸術科書道・匝瑳市
②我逢人
③三年生の書道を担当させていた
だきます。書道を通して、社会
人として生きていくためのマナ
ー・礼儀なども伝えていきたい
と 思 っ て お り ま す。
「書道楽し
かった！」と最後に生徒から言
ってもらえるような授業を行っ
てまいります。どうぞよろしく
お願いいたします。

①電気科・旭市
②リベンジ
③趣味は電子工作。子供の頃はプ
ラモデルやラジコンを作って良
くあそんでいました。
今年度は、電気科所属ですが、
学科を問わずに、多くの生徒と
関わり、自分が経験してきた事、
知識を伝えられるよう、がんば
っていきたいです。

②特になし
③８年ぶりの東総工業高校です。
この地域、唯一の工業高校とし
て、 自 信 と 誇 り を 持 て る 様 な、
生徒になってもらいたいと思い
ます。

①情報技術科・千葉市
②学問なき経験は、経験なき学問
に勝る。
③民間企業より参りました。
教員としては一年目となります
ので、色々と至らない点もある
①建設科・成田市
かと思います。しかし、技術者
として働いてきた経験を活かし、 ②袖振り合うも多生の縁
③昨年度は市川工業の講師、この
実践的な指導を展開していきた
４月から実習助手としてこの東
いと思います。
総工業でお世話になります。慣
れないことやわからないことも
多く、多くの方の助けを得なが
ら皆さんと楽しく笑い合えるよ
うな学校生活となるよう頑張り
ます。よろしくお願いします。
①情報技術・千葉市
②楽して楽はできない
③人間、思い続けることで強さに
なる。だから、やらないとナマ
ケモノになるしナマケモノは癖
になる。癖は治らないから勤勉
を普通のこととする。問題は、
場所じゃない。あなた自身が新
しい役割を受け入れないといけ
ない。そうなってはじめて、周
りはあなたを違う風にみる。

①建設科・大網白里市

齋 藤 雅 敏

①支援員・富里市
②現状維持では後退するばかり
③日本体育大学を卒業し、新たな
一歩をこの東総工業高校で迎え
られ、嬉しく思います。日々、
全力で向上心を持って取り組み
ます。

神 田 拓 哉

笹 本 浩 康

①事務長・銚子市
②公正無私
③同じ旭市内の旭農業高校から異
動してきました。十六年ぶり二
度目の着任です。生徒の皆さん
のため、教育環境の整備に努め
ます。よろしくお願いいたしま
す。

鈴木重孝事務長 （銚子商業高校）
平野可奈子先生 （佐原高校）
小川 照夫先生 （退職）
長谷川 清先生 （成東高校）
宮川 敦子先生 （銚子商業高校）
並木
淳先生 （県立銚子高校）
高山 樹六先生 （退職）
菱木 勝平先生 （下総高校）
狩野 圭亮先生 （千葉盲学校）
清崎起代則先生 （千葉工業高校）
小川 純司先生（特支市川大野高等学園）
戸成 智絵先生 （生浜高校）
椎名 孝浩先生 （足立工業高校）
伊藤 芳江先生（八日市場特別支援学校）

①事務・山武市
②一生懸命
③大網高校から異動してきました。
農業から工業へと違う産業教育
間での異動で、まだ慣れないこ
とばかりですが、一生懸命頑張
ります。よろしくお願い致しま
す。

海 保 淳 貴

佐 藤 壮 汰
橋 本 浩 樹

修
池 端

藤 井 結 花
田 邊 大 貴

中 村 正 彦
鶴 岡 一 枝
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