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保護者の皆様、日頃からＰＴＡ
活動にご理解とご協力を賜り、誠
に有難うございます。
本年度ＰＴＡ会長という大役を
務めさせていただくことになりま
した、片岡と申します。
私にとってＰＴＡ会長とは未知
の世界で不安だらけでした。ちょ
うど半年前、先輩役員からいきな
りの指名に戸惑ったのを今でも鮮
明に覚えています。
ＰＴＡ総会から始まり、関東高
Ｐ連、全国高Ｐ連と教頭・校長先
生と各会に参加した感想としまし
ては、ＰＴＡ活動とは不思議な組
織だと思いました。年齢・職業・
経験・性別・地域のすべてがバラ
バラ、ただ子供が在学していると
いうのみで集い、その目的はただ
一つ教育活動の促進であり、子供
たちが生き生きと学校生活を送る
ことができるようにというためだ
けの活動です。
今まで、ほとんど学校に行くこ
との無かった私が、学校に行く事

ＰＴＡ会長
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則

も増え、生徒と挨拶を交わす中で、
東総工の生徒は皆きちんと挨拶を
する事が出来ると感じました。挨
拶はすべての基本だと思います。
人と付き合う最初の大切な入口、
コミュニケーションのスタートだ
と思います。明るい挨拶は、周囲
を明るくし自分を前向きにすると
常に感じている私には、非常に良
い印象でした。
生徒達がどのように学校生活を
送っているのか、先生方とどのよ
うに接しているのか等普段見られ
ない部分を見ることが出来るのも
ＰＴＡ活動の良さだと思います。
また、普段は話す機会のない保
護者の方々や先生方と話す機会に
より、貴重な情報交換や広い人脈
が出来るのもＰＴＡ活動のメリッ
トの一つだと思います。
私達が高校生の頃には考えられ
ないような事がニュースで伝えら
れています。このような時だから
こそ、もっと精力的にＰＴＡ活動
を活性化させ、
『家庭と学校』
『学
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今の東総工業の良さを感じて
～輝く学校になってきました～
十月初旬に沖縄への修学旅行に
行って参りました。天候にも恵ま
れ、生徒たちも楽しめたのではな
いかと思います。沖縄から本校Ｈ
Ｐへ記事を投稿しようと思いまし
たが、機械の関係もあり、断念し
ました。詳細については、別の方
の記事が掲載されていると思いま
すので、詳細はそちらに譲ります。
生徒が時間に遅れることはほと
んど無く、旅行会社の方も非常に
褒めておられました。
平和祈念公園の平和学習では、
戦争で直に戦火をくぐった長田先
生のお話を伺いました。高齢で階
段の上り下りには、手を引いてあ

名取康雄

校 長

校長挨拶

校 と 地 域 』『 地 域 と 家 庭 』 を つ な
ぐ役割を果たさなければと思いま
した。
最後になりましたが、新役員に
なられました皆様と協力して頑張
りますので、宜しくお願い致しま
す。

ＰＴＡ広報委員会
事 務 局

げる必要がありましたが、このこ
とだけは伝えたいという想いが生
徒たちにも伝わったと思います。
食の面でも、ステーキレストラ
ンのコックのパフォーマンスに感
動したり（教員は感動が足りない
と、生徒から指摘されてしまいま
し た ）、 焼 き 肉 食 べ 放 題 の お 店 で
しっかりと満腹したりと十分満足
をした生徒が多かったように思い
ます。
民泊は私も初めてでしたので、
ちょっと不安がありましたが、民
家の方々も手慣れており、子ども
達も大きな満足を得られたようで
した。離村式では、感極まってい
た生徒も多く見受けられました。
生徒が輝いていたなと思う三泊
四日でした。
さて、修学旅行前から三年生は
就職試験まっただ中でしたが、非
常に良い結果を残しております。
調査書の押印をするたびに頑張る
んだよという必勝の信念を込めて
おりましたが、九割以上の生徒が
合格していると聞いております。
詳細は進路指導主事の文章に譲り
ますが、求人の会社数が１，７０
０社以上。就職希望者１名に対し
て 社の求人がある（ 倍の求人
です）ので、第一希望が通らなく
ても、まだまだ（俗に言う）良い
企業は沢山残っています。大学も
指定校を中心に合格の報が届き始
めております。
東総工業の３年生の夢は確実に
実を結んでおります。このことを
是非ＰＴＡの方々にも御認識して
いただきたいと思います。
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就職・進学先が決まった３年生
は、平和になり、ともすれば学習
からも離れがちです。部活動も引
退しています。書道部に入って書
道を習う生徒もおります。勉強の
仕上げをする生徒もおります。引
き続き何かに取組ながら学校生活
を送ってもらおうと思っておりま
す。今年度は、卒論ともいえる課
題研究の発表会を校内で一斉に行
います。より洗練された練度の高
い発表を期待しております。入社
前・入学前の最後の一勉強を楽し
んでと思います。
１年生も学習に部活動にと一生
懸命に学校生活を送っております。
先が楽しみです。
とは言え、今は良いと言ってい
る組織は、段々不活性化していき
ます。
そこで先生方には、授業の改善
と資格取得の充実をお願いしてお
ります。今より一歩でも良い学校
を目指して、教職員一同頑張って
参ります。保護者の方も先輩に続
くように、子ども達を励ましてく
ださい。今の生徒たちならできる
ことが沢山あります。
御家庭でも①進路の話題を出す、
②生徒の現在の頑張りを見てあげ
る、③たまには激励する等の御協
力をお願い申し上げます。
年度も折り返しに入りました。
家庭・地域・学校が一体となって
輝かしい東総工業高校にして参り
たいと思います。御協力をお願い
いたします。
文化祭には小学生も多く来校し
ております。ＰＴＡの方々による

教頭 横 田 正 廣

出し物もいくつか計画されており
ます。是非多くの方の御来校をお
待ち申し上げております。
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「平成 年度 第 回 関東地
区高等学校ＰＴＡ連合会大会（神
奈川大会）
」が７月７日（金）
・８
日（土）の２日間、神奈川県横浜
市 パシフィコ横浜国立大ホール
をメイン会場として開催されまし
た。
本校ＰＴＡからは、片岡康則会
長、教頭 横田の２名で参加して
まいりました。
第１日目（７日）は、開会式、
表彰式に続いて記念講演が行われ
ました。本年度の記念講演は、２
０１１年にフリーアナウンサーに
転身され、現在レギュラー番組、
６本担当されている羽鳥慎一さん
に よ る 講 演 で し た。 演 題 は、
「聞
くちから、話すちから」という内
容で上手な話の聴き方、わかりや
すく話すための心構えなど、具体
的で役立つお話を聞くことができ、
大変印象に残っています。
第２日目（８日）は、分科会に
参 加 し ま し た。 片 岡 会 長 は、
「コ
ミュニケーションとＰＴＡ」
・私
は「家庭教育とＰＴＡ」に参加し、
各県の皆様とともに研修し交流を
深めることができました。
引き続いて「平成 年度 第
回 全国高等学校ＰＴＡ連合会大
会 静岡大会」が８月 日
（木）
・
日（金）の２日間、静岡県袋井
市の静岡県小笠山総合運動公園エ
63
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二 求人および
就職内定状況

コパ エコパアリーナをメイン会
年生の進路状況内訳を示すと、次
場とし、その他、第２日目の分科
のとおりです。
会 会 場 と し て、 袋 井・ 静 岡・ 清
就職希望
一〇六（七）
水・浜松会場にて８，０００人の
〔内訳〕
参加者により盛大に開催されまし
学校紹介
九六（六）
た。全国大会へは、
片岡康則会長・
公務員
八（一）
名取校長の２人が参加してまいり
自営・縁故等
二（〇）
ました。
進学希望
五一（三）
メインテーマ「有徳の人」づく
〔内訳〕
り・サブテーマ～未来のために行
大学・短大
一六（〇）
動する「一人」を育てよう～を掲
専門学校
三一（三 )
技専・職能短大 四（〇）
げ、初日の基調講演では、静岡大
未定
一（〇）
学名誉教授 小和田哲男 氏によ
（ ）内は女子
る「戦国武将に学ぶ子育てと人づ
今年度の内定先企業は次号のＰ
くり」が、第２日の記念講演では、
ＴＡ会報で紹介いたします。
俳優 筧 利夫 氏による「筧
利夫これがオレの生きザマだ！」
を演題とする講演会が開催され、
大変感銘を受けました。
関東地区高Ｐ連合会大会と同様
日本銀行が発表する全国企業短
に、全体会・分科会に参加し、Ｐ
期経済観測調査（短観）では、リ
ＴＡ活動を通して子どもたちによ
ーマンショック以降、景況感は最
り良い学びの場の提供をどのよう
高水準となっており、そこに急速
に支援し学校と連携・協働してい
に進んだ人材不足を補う企業、業
くべきかなど、ＰＴＡ活動や家庭
務拡張にともなう増員も見受けら
生活に活用することの大切さを再
れ、ここ十年で最高の求人件数で
確認することができました。
した。ちなみに民間企業就職希望
者の求人件数からみた倍率は、ク
ラ ス 数 の 減 少 も あ り ま す が、 約
十九倍となりました。
進路指導主事 宮
進
九月十六日に解禁になった就職
日頃から本校の進路指導教育
試験の一次内定率（第一希望合格
に御協力を賜り感謝申し上げます。 率）は九二％（全て正社員）とな
以下に、今年度の三年生の進路
り、昨年度を十ポイント上回りま
状況等を記します。
した。一次で内定を取った企業を
資本金十億以上の規模で見た内定
割合は約五五％と、例年に比して
大手企業への内定率が高く東総工
業高校の特長をしっかりと維持し
ました。
今年度の三年生は在籍一五八名
で、進学三三％・就職六七％と例
年と同傾向でした。十月中旬の三

一 進路希望状況
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全体的な就職
試験の傾向とし
ては、大手企業
には相変わらず
各校から優秀な
応募者が殺到し、
各企業の厳格な
採用基準を満た
した生徒が内定
をとるという状
況でした。採用試験後、大手企業
数社の方へ東総工業の生徒は、ど
の程度で採用試験をパスしたかを
質 問 す る と、「 上 位 の 方 で す 」 と
答えが返って来るケースが多かっ
たように思います。その生徒たち
を分析すると、本校でも成績上位
者で、一年次から実施している基
礎力診断テストや一般常識の成績
上位者がほとんどであり、さらに
採用試験前の面接練習も積極的に
自らを高める努力を怠らなかった
生徒が結果を出していました。ま
た、二年次に経験したインターン
シップで、企業側の良い評価がそ
のまま就職に結びついたケースも
ありました。
最近、女子の求人数は年々増加
しており、大手企業も女子の採用
に積極的です。ここ数年本校女子
の一次内定率は一〇〇％です。

三 進路先選考
試験前の取組

（一）合同企業説明会
（四月）

旭市雇用対策協議会主催の、第
二回合同企業説明会に就職希望者
一 〇 四 名 が 参 加 し ま し た。 市 内
十五社の人事担当者から企業の概

要や仕事内容等の説明を受けまし
た。
多くの企業に共通する求める人
材像は、一，元気があり、挨拶が
出来る。二，みんなと協力し、難
しいことに立ち向かう積極性のあ
る人。三，どんなことからも学ぶ
意欲があり、自分を成長させられ
る人を求めていたことでした。
参加した生徒の皆さんにとって
は刺激的
だったと
思います。
また、何
よりも本
番の採用
試験前に、
人事の方
と交流で
きたこと
は大きな
収穫だっ
たのでは
ないでし
ょうか。

（二）進路ガイダンス（五月）

今年も三年進路ガイダンスにお
いて、企業四社・学校十三校から
卒業生等も招き実施しました。三
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年 生 か ら は、
「自分の進むべき進
路に対して何をしなくてはならな
いかが分かった」…と前向きな感
想が多くでました。また、保護者
の方も数名参加され、熱心に話を
視聴されていました。

（三）六～九月の取組
系統立てた就職競争力養成の取
組の一端を紹介いたします。面接
指導では六・七月に実施した面接
マナーガイダンス
（外部講師招聘）
及び進学者への志願理由書演習を
皮切りに、終業式直前の就職試験
に向けての心得指導や八月の応募
前職場見学後の就職試験学科内容
別対策指導。面接指導においては
各学科・学年・校長も含めた学校
全体で臨みました。九月には進路
指導部によるグループワーク演習。
そして試験直前にほとんどの担任
が仕上げとして、手厚い面接指導
を実施していたのが印象的でした。
また進路指導部からテーマとして
課 し た、
「面接練習最低十回」を
クリアーした生徒がほとんどだと
思 わ れ ま す。
（多くの保護者の皆
様にも協力いただいていることを
聞 い て お り ま す。
「ありがとうご
ざいます。
」
）
上位の成績で内定を取った生徒
の中には、夏休み中ほぼ毎日、友
達同士で所属学科のコンピュータ
室に集合し、例年にも増して入念
に受験準備をしていました。
公務員試験指導では建設科と進
路指導部が連携し、外部の教育機
関の協力も得ながら受験生は確実
に力をつけて試験に臨んでいます。
公務員試験は併願可能であり、

公務員一次試験において今のとこ
ろ多数の合格者を出しています。
今後も、生徒の実態を詳細に把
握しつつ、的確な就職指導を展開
して行ければと考えます。

四 進学について
本校においては推薦入試を利用
する者が大部分です。本校に大学
から来る指定校枠は、日大・東京
電機大・千葉工大等の中堅校をは
じめ、文系も含めて約七十校程の
学校枠があります。今年は大学に
九名の生徒が指定校を利用し合格
を目指します。また、センター試
験受験者は現在一名という状況で
す。専門学校等は順調に合格者が
出ています。
進学で最も重要なのが学校選び
であり、出来るだけ二年生の時か
らオープンキャンパス等に必ず参
加し、授業内容・施設設備・卒業
後の進路などを十分検討する事が
大切です。
次に注意する点としては、大学
入学が容易になっている時勢です
が、基礎学力が不足したまま入学
したのでは大学の授業についてい
くのが大変です。とくに、英語・
数学の授業に苦労するようです。
簡単に入学できるからと勉強をお
ろそかにすると、必要な単位が取
れず、最悪の場合中退することに
もなりかねません。入学までにし
っかりと準備する必要があります。
そこで一・二年生に意識しても
らいたいことを話します。とくに
四年制大学の工学部系の指定校を
目指す生徒は、
評定平均四・三以上、
英語・数学の定期テストでは常に

五 企業の求める
新卒者像

八〇点以上を目指すことを強く希
中して受けることを軸に、学力養
望します。
成を目指す心構えが必要です。
最後に学費について述べます。
さらに学校で実施される基礎力
平均的な金額として私立四大工
診断テストで、学力の全国的な立
学部系で約六〇〇万、文系では約
ち位置を確認し、少しでもそれを
五〇〇万、理系専門学校（二年制） 伸ばすこと（脱Ｄゾーン）や、学
で約二三〇万の費用が卒業までに
年で実施される一般常識テストや
かかります。進学を考える家庭で
適性検査に熱心に取組むことも進
は、奨学金制度の利用もあります
路先選考試験突破の実力養成にお
が、ある程度の経済的な準備も必
いて重要です。
要です。
直接的に記載されていませんが、
社会人として仕事をやり抜く体力
も忘れてはならないことです。高
校時代に将来につながる健康な体
（基礎体力等）を養成することも
念頭に入れてもらいたいことです。
専門知識の分野では、多くの企
業が工業系の生徒を求めている今、
資格取得は就職決定の際の強力な
武器となります。資格取得に臨む
ことで、自分が持っている新たな
能力を自覚し、自信に満ちた高校
生活が送れるようになります。ま
た、将来設計をする上で、大変貴
重な経験となるインターンシップ
も、積極的に参加することを薦め
ます。就職希望の生徒だけでなく、
進学希望の生徒には、進学の先に
ある就職をより明確にイメージさ
せ、「 進 学 先 で 何 を 学 ぶ の か 」 と
いう意識を強く持ってもらうこと
も大きな目的となります。しかし、
このところインターンシップの参
加者や、国家資格を取得する生徒
が減少しています。いかにしたら
「やる気スイッチを入れることが
できるのか」何かしらの対策を職
員全員で考えていかなくてはなら
ないと感じています。
最近は、近隣の普通高校も採用
下図は五月に実施した三年進路
ガイダンスで、企業の方がパソコ
ンで説明されていたスクリーン映
像です。
この資料をもとに採用する側の
期待する高校新卒者像を見ると①
基本的な生活習慣・マナー②読み
書き計算などの基本的な学力③コ
ミュニケーション能力等です。
①③については面接試験で②に
ついては筆記試験で厳しくチェッ
クされます。いずれも試験前の短
時間で身
につける
のは不可
能であり、
日頃から
意識して
身につけ
る必要が
あります。
①の対
策として
は、普段
の授業を
大切に集

試験で競合相手となっています。
その普通高校において、危険物取
扱者の国家試験対策を実施してい
るところが数校あります。工業高
校としても負けてはいられない状
況です。
最後に、学校では様々な機会を
捉え自身の適性を考えさせたり、
職業意識を高める働きかけをして
いますが、家庭におかれましても、
働く意義、様々な職業生活・体験、
人生観などを話題にして将来展望、
将来設計を描く機会を持っていた
だきたいと思います。
今後ともお子様のよりよき進路
実現のためにも、御支援御協力を
お願い致します。

一学年の近況

学年主任 岩 井 孝 二

入学してから半年以上が過ぎ、
生徒たちも高校生活に慣れ、実習
や課外活動など積極的に活動して
います。先日スポーツ大会が開か
れ、普段とは違う生き生きとした
躍動を目の当たりにして大変嬉し
く思いました。また、長期休業中
や休日には、資格取得に励む生徒
や部活動で活躍する生徒などがた
くさんいて活気にあふれています。
さらに、情報技術科 椎名航平
全国工業高校海外研修（ベトナム）
参加、建設科 佐藤愛結 千葉県
高等学校生徒英語研究発表大会東
総地区大会（リーディング部門）
第二位と素晴らしい功績を残しま
した。
専門教科の特色として、情報技
術科では、ものづくりマイスター

二学年の近況

事業の一環とし
り実施することができました。
て、高度な技術
ご協力いただいた保護者の皆様、
指導提供を数回
出発時・帰校時に交通整理をして
に分けて受けま
いただいた先生方に改めて御礼申
した。建設科で
し上げます。
は、クレーン体
験講習や左官体
験講習が終日行
われ、生徒たち
には有意義な経
験になったと思
います。このよ
うに授業も専門
的になってくる
ため、卒業後の
進路も早くから
検討し、成績と基礎学力の向上に
教育推進校事業として、近隣の他
努めてほしいと思います。併せて、 の高等学校及び異校種各校を対象
資格取得の方も努力してほしいと
に授業公開を実施いたします。担
思います。
任の先生方の心に響く、特色ある
第一日
今年度は道徳教育推進校に該当
創意工夫した道徳教育授業に感動
定刻に学校を出発。那覇空港到
し、心の教育推進キャンペーン事
いたしております。また、道徳教
着後、平和祈念公園へ向かい、祈
業として、十月二十六日には、地
育に係わる人権・道徳教育講演会
念堂にて長田勝男先生の平和講話。
域・保護者を対象にして授業公開。 も二回行います。
年前の体験を昨日の如くまざま
十一月三十日には、特色ある道徳
最後に、高校生活に慣れてくる
ざと語る話を真剣に聴き入る生徒
と油断して様々なトラブルに巻き
の姿が印象に残りました。その後、
込まれることがあります。特にツ
資料館見学後、千羽鶴奉納を行い、
イッターやライン等のＳＮＳが関
ステーキハウスにて夕食を取り、
係するトラブルです。ご家庭でも
ホテルへ。ホテルでは地元の大学
使い方や時間など話し合い、再度
生によるミニコンサートを行い盛
ご確認の上トラブルに巻き込まれ
り上がりました。
ないように注意するようご協力を
第二日
お願いいたします。
最高な天気の中、シュノーケリ
ング、シーカヤック、バナナボート、
文化体験のコースに分かれての体
学年主任 伊 橋 隆 浩
験学習。午後は、美ら海水族館へ。
９月 日から三泊４日の日程で、 巨大なジンベイザメの餌付けに目
沖縄県への修学旅行を実施しまし
を丸くしていました。その後、フ
た。天候に恵まれ、全日程計画通
ェリーにて伊江島に渡り、民泊入
30

村式後、各家庭へ移動して民泊体
験に入りました。
第三日
各家庭にて釣りや家庭料理を作
り、沖縄の大自然と文化を十二分
に満喫しました。離村式後、フェ
リーにて本島に戻り、ホテル前の
プライベートビーチにて遊泳を行
いました。
第四日
首里城を見学後、国際通りを班
別にて散策。午後帰路につき７時
分頃学校に到着しました。
全 日 程 を 終 え、 集 合 時 間 を 守
り、トラブルもなく終えることが
できたのは、生徒一人一人に自覚
ある行動があったからだと思いま
す。修学旅行後に実施したアンケ
ートでは、ほとんどの生徒がとて
も楽しかった。戦争と平和のこと
について学ぶことができて良かっ
たと回答していました。今回の旅
行で、友人・家族と共に過ごせる
ことがいかに幸せか、沖縄の平和
学習・体験学習を通して心に残る
修学旅行ができたのではないかと
確信しています。
30

さて、この半年を振り返ると、
中堅学年としての自覚を持ち、修
学旅行・スポーツ大会等の行事で
クラス一丸となり、しっかりと結
果を出す事ができた生徒が多かっ
たと思います。高校生活も残すと
ころ、後一年半となりました。進
路決定に向けての準備は進んでい
ますか、再来年の四月の自分の姿
を想像してみて下さい。初任給を
待ち望んでいる自分・資格取得を
目指して専門学校で努力を重ねて

いる自分・大学で、さらに学問に
励んでいる自分・
・、見えますか？
想像もつかない自分になることは
出来ません。漠然としている人は、
ありえない自分を削除していくこ
とから絞って行きましょう。他力
本願では、納得のいく進路に進む
ことは出来ません。少しでも興味
関心があるところを調べ（所在地・
アクセス・環境等）、
見学に行き（オ
ープンキャンパス・会社見学等）、
じっくりと考慮して、いくつかチ
ャレンジするところを決めましょ
う。誰かが良いと言っていたから
とか、先輩が行っているからとか
の少ない情報から決定していくの
は 危 険 で す。『 な り た い 自 分 に な
る。』 を 目 標 に、 入 れ る と こ ろ を
探すのではなく、入りたいところ
を求めて努力をしましょう。
今まで培ってきたものを発揮し
て、今まで以上の成果をあげ、生
活面でも下級生の見本となる、け
じめのある生活を実践して学校を
リードして欲しいと願っています。
着実に大人への階段を上っている
君達の底力に期待しています。

三学年の近況

学年主任 中 里 昭 二

この原稿を書いている時点で
月も中旬に差し掛かりました。夏
休 み 直 前 の 学 年 集 会 で、
「諸君た
ちには夏休みは無い。就職者は職
場見学をして、就職する会社を決
定し、就職試験に備えて休み中に
勉強をして下さい。進学希望者は
最後の追い込みの夏休みです。受
験 勉 強 に 励 ん で 下 さ い。
」と檄を
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飛ばしました。
その結果なのか、本人の努力が
報われたのか、本年度の就職者は、
１回目の就職試験内定率は ％と
いう驚異の数値を上げました。
この結果の裏には、夏休み中も
数学等の補修をしていただき、ま
た、国語科の先生を中心に、担任、
進路指導部から履歴書の指導を受
け、２学期初めには、主に担任、
学年付きの先生から面接指導をし
ていただくといった、諸先生方の
熱心な指導があったからだと思い
ます。ここで改めてお礼を述べた
いと思います。
今年度は、本校において有効求
人倍率が 倍以上という大変な売
り手市場ではありました。しかし、
最近の企業では、基礎学力が不足
している人材は採用しないという
92

厳 し い 面 も あ り ま す。 内 定 を も
らっても遊んでばかりいると、就
職後希望外の部署に配属されたり、
業務内容についていけなかったり
する場合があるので、今後も気を
抜かず授業等に集中してほしいと
思います。
さて、最近は運転免許を取得す
るために教習所に通い始めている
生徒も多くなってきました。許可
証の発行申請も多くなっています
が、無断で入所したり、取得する
ことの無いよう、ご家庭でもご協
力お願いいたします。重ねて、取
得後も卒業式が終わるまで、運転
することが無いようにお願いいた
します。
今後は、残り少ない高校生活が
充実するように学校でもサポート
していきたいと考えています。

それでは、各学年ごとに半年を
振り返ってみます。
一年生は、体育科の桜庭先生を
電子機械科 戸 石 素 夫
担任にお迎えし、当初はおとなし
四月より、科長になりました戸
かったクラスも野球部を始めとす
石です。よろしくお願い致します。 る運動部の生徒が多いせいもあり、
さて、本年度は、
昨年度まで実施さ
れていた実習棟の
耐震工事も終わり、
今まで通りの実習
環境に戻りました。
本年度も半年が
経過しましたが、
大きな事故事件も
なく残りの期間も
無事を祈っており
ます。

16

今では
活発に
なりま
した。
授業態
度も良
く、積
極的に発言もあり、授業はやりや
すいと思います。
二年生は、理科の鶴岡先生に担
任が変わりましたが、学校の中で
も中核学年として授業や部活動に
頑張っています。
また、先日沖縄への修学旅行に
行き、天気にも恵まれ充実した体
験が出来たようです。
三年生は、引き続き社会科の林
先生に担任をやっていただき、現
在就職試験の結果が出そろってい

る時期です。今年
は民間へ就職を希
望する生徒が三二
名いますが、ほと
んどの生徒が内定
をもらっている状
況です。残りの公
務員や進学希望者
も良い結果を得ら
れる事を期待しています。
これからの半年は、スポーツ大
会や文化祭等の大きな行事が控え
ていますが、例年電子機械科の生
徒は団結して皆熱心に取り組むの
で、今年も活躍を楽しみにしてい
ます。
あと、電子機械科のパソコンが
来年度より更新になるので現在、
仕様を検討中です。科の職員の要
望を聞き、生徒が学習しやすい環
境を整えたいと思います。
最後に、保護者様の温かいご支
援を今後ともよろしくお願いいた
します。

電気科 松 井 克 浩

今年度は１学年小高・岩野先生、
２学年川瀬・田邊先生、３学年﨑
山・中山先生が担任・副担任の体
制 で、 新 学 期 を ス タ ー ト し ま し
た。今年度は特に，電気科の１年
生から３年生までが各１クラス体
制になりました。以前の各学年２
クラスのときから比べると生徒の
人数だけでなく、電気科職員も減
り、電気科職員室内も広く感じな
がら慌ただしい日々が過ぎ、気が
付くと半年が過ぎました。それで

は、電気科の各学年ごとに上半期
を振り返って見ることにします。

１年生は、４月に緊張した面持
ちで入学してきて、６月頃から学
校生活にも慣れ、夏休み中のガス
溶接や危険物取扱者などの資格取
得や部活動などで頑張っていまし
た。資格については、年明け１月
に情報技術検定も受検予定ですの
で、良い結果がでるように準備を
して下さい。今までの中学生活と
は違い、自分自身の行動が成績だ
けでなく進路につながってくるこ
とを自覚して、これからの高校生
活で学校の勉強はもちろんのこと、
部活動や資格取得にも引き続き頑
張って下さい。
また、高校３年間はあっという
間で、３年生になると自分の進路
を決定しなければならない時期が
来てしまいます。高校３年間のい
ろいろな場面を電気科職員全員で
バックアップしていきたいと思っ
ています。

２年生は、４月から国家資格の
第二種電気工事士の取得を目指
し、放課後の補習などいろいろと
取り組んできました。今年度は６
月の筆記試験を突破した生徒も多
く、７月末の実技試験に向けた補
習では例年以上の人数が電気工事
実習室の暑い中で頑張っている生
徒の姿が印象に残っています。あ
と少しのところで悔しい思いをし
た２年生も来年のチャンスを活か
し、在学中に取得を目指しましょ
う。５月には、電気関係の仕事で
主 に な る 検 査 業 務 の 企 業（ KDH

今年も夏季休業期間を利用して
２年生を対象に生徒企業実習（イ
ンターンシップ）を行いました。
ここ数年は部活動や資格試験の日
程の関係などで、例年よりも希望
する生徒が少なかったですが、接
客業、製造業、介護、電気工事、

事務などの業種に７月下旬より夏
季 休 業 中 に 就 業 体 験 を 終 え、「 緊
張したが、自分の次にすべき仕事
が見つけられるようになりまし
た。」「しっかりと勉強し、知識を
蓄 え て い き た い。」 な ど 様 々 な 感
想があり、インターンシップを通
して来年の進路決定に向けて、意
識の向上や考え方を新たにした生
徒もいたようです。また、インタ
ーンシップ中に訪問した企業の方
で２年生以外（１年生など）の受
入も対応可能とのお話もありまし
た。今後は２年生だけでなく、１
年生も視野に入れて展開していく
ことも検討したいと思います。

受け入れ協力いただいた
企業（順不同）
ホテルサンモール、匝瑳市立八
日市場図書館、総合病院国保旭中
央病院付属シルバーケアセンター、
株式会社山口電気商会、株式会社
電洋社、日本電気エンジニアリン
グ株式会社、スプレーイングシス
テムファーイーストカンパニー、
大 原 幽 学 記 念 館、 株 式 会 社 UL
、株式会社カトー
Japan

も始まり、戸惑ったこともあった
と思います。特に工業技術基礎で
はレポートと呼ばれる報告書に追
情報技術科 江 野 澤 一 徳
いかけられているのではないでし
情報技術科に赴任して、そして
ょうか。定期考査のない科目だけ
科長として２年目となります。昨
にレポートは非常に重要な提出物
年１年間は様々な先生方や生徒、
です。遅れず・忘れず・正確に書
そして保護者の皆さんに助けられ
上げ、提出していきましょう。必
ながら過ごす日々で、あっという
ず貴方の力になるはずです。
間に過ぎてしまった１年でした。
また新たなクラスメートと行っ
ここで新年度がスタートしてか
た校外学習（ＴＤＬ）では、親睦
ら現在までの情報技術科について、 を図れたでしょうか？様々な学習
お知らせを兼ね報告させていただ
や行事を通して、これから東総工
きます。
業高校の生徒として成長していく
各クラスの担任・副担任は、第
ことを期待しています。
１学年 飯田・佐藤先生、第２学
第２学年は成長期です。高校生
年 三浦・石黒先生、第３学年
活の一大イベントである沖縄修学
大坪・橋本先生で新年度がスター
旅 行。 寝 食 を 共 に し、 一 生 の 友
トいたしました。
人を得ることができたでしょう
今年の情報技術科は各学年進
か？「中だるみの２年」と言われ
級・卒業をし、新たに新入生 名
る時期ですが、本当は高校生活で
を迎えて、気持ちを新たにスター
一番充実した時を迎えることがで
トを切ってくれたのではないかと
きる学年でもあります。何にでも
思っています。
挑戦し、がむしゃらに頑張ってみ
第１学年は新たに
て く だ さ い。 学 習
始まる高校生活に緊
面・生活面・人間関
張しながらも夢や希
係と充実し成熟して
望に向かった学校生
いく大切な時ですか
活が始まったものと
ら・・・。そして来
思います。専門高校
たる進路選択の礎を
ならではの専門科目
築いてください。
第３学年は進路決
定の時期を迎え、耳
にタコができるほど
進路、進路、進路と
いわれたのではない
でしょうか。放課後
は面接練習に明け暮
れ、沢山のダメ出し
にもめげず、内定や
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関東電気保安協会）の方に出前授
業を行って頂きました。第一線で
活躍している方の説明を受けるこ
とで、電気に関する仕事で電気工
事だけでなく、電気設備の検査も
あることを知った生徒も多く、来
年の進路選択に向け、良い経験を
積んでいました。

月には昨年、第二種電気工事士試
験で悔しい思いをした生徒が「今
年こそは」との思いで、朝や放課
後の補習を頑張り、念願の資格取
得をした生徒も多くいました。部
活動を引退した後の夏休み中も希
望する企業や進学先の見学、その
後に出願書類の作成や試験対策な
ど慌ただしく準備をし、そして９
月にはいり、試験日が近づくと面
接練習などを夜遅くまで残って何
回も練習をしている生徒もいまし
た。 月にはいり、就職希望者の
試験結果も届き、真剣に取り組ん
だ結果が実っています。電気工事
士の資格を取得した生徒の中には
電気工事関係の就職を決めた生徒
もおり、資格の強みを実感しまし
た。進学や公務員希望は、これか
らが本番の生徒も引き続き頑張っ
ています。
また、学科指導及び面接指導で
は、電気科だけではなく普通科の
先生方、進路関係の職員方々など
の 御 協 力 に 感 謝 い た し ま す。 高
校生活もあと数ヶ月になりました。
進路が決まった生徒は、残りの高
校生活をより良いものになるよう
に気を緩めることなく過ごして下
さい。
10

「生徒企業実習（インター
ンシップ）について」

２年生 KDH による出前授業（電気機器室でのモータなどの絶縁抵抗の測定）
３年生は就職や大学・専門学校
進学などの進路決定に向け、あっ
という間に夏休みが過ぎて試験本
番を迎えたと思われます。４～７

インターシップ（製造業）
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合格の２文字を自信と
誇りを持って戦い、勝
ち取ることができまし
た。皆さんの努力は当
然ですが、それに付き
合い、指導をしていた
だいた先生方や御両親
への感謝を忘れないで
ください。そして進路
決定の内定や合格は通
過点であり、到達点で
はありません。本当の
意味で少年期から卒業
し、青年期へ踏み出してください。
学校生活では円熟期を迎え、最
高学年として良き手本となり、大
きな背中で後輩たちを導いてあげ
てください。そして高校生活は残
りわずかです、社会の荒波へ漕ぎ
出すための準備を十分にしてもら
いたいと思います。
私の今年の目標は、情報技術科
として東総工業高校のＰＲ（広報
活動）を行うことです。６月には、
県民の日海匝地域行事「さんさん
☀フェスタ２０１７」に参加し、
ものづくりの楽しさと東総工業の
持つポテンシャルを来場いただい
た方々にＰＲする事が出来ました。
また夏休みには、平成 年度か
ら小学校で始まるプログラミング
教育の研修を、小学校の先生方を
対象に本校で研修会を開催しまし
た。生徒は、ＷＲＯ Ｊａｐａｎ
２０１７千葉大会に出場し、世界
大会につながる本大会の経験は、
これからの礎となったと思いま
す。２学期には本校で昨年開催し
た「総合技術コンクール」にも電
子回路、ロボット等の競技部門で

内定したり、
進学のため
に受験中だ
ったりして
います。
ここで、
建設科の上
半期を振り
返りご報告
することに
致します。
４月７日『入学式』新入生四十
名が元気に入学しました。
５月 日『校外学習』一年生は
東京ディズニーランドで親睦を深
めました。
二年生は現場見学でひまわりフ
ェア２０１７にて最新測量技術の
体験見学と幕張新都心の最新商業
施設の視
察をしま
した。
三年生
は隅田川
に架かる
橋を水上
バスにて
めぐり、
浅草エリ
アを見学
しました。
６月３
日「ＰＴ
Ａ総会」
と全学年
で面談週
間を実施
して、お
子様の学
校での様

子を知っていた
だけたと思いま
す。
６月 日に千
葉県鉄筋業協同
組合によるＰ３
鉄筋組立講習会
を実施しました。
６月 日に千
葉県測量設計業
協会によるＰ２
測量技術講習会
を実施しました。
７月 ～ 日
に小型車両系建
設機械特別講習
会を実施、三年
生が受講して資
格を取りました。
８月４日に学
校説明会が東総
文化会館で中学
生３年生を対象
に行なわれました。
８月 日～ 日、富士教育訓練
センターで建築基礎技術コースに
生徒 名が参加し、基礎的技術と
専門的意識を体験しました。
９月１日始業式、９月 日から
就職試験開
始され、ほ
とんどの生
徒が希望す
る会社に内
定を頂きま
した。
９月４日
に千葉県ク
レーン建設
重機協同組
25
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参加をし、東総工業
をさらにＰＲしたい
と考えています。
授業では、ものづ
くりの一端として１年生（半田付
けの基礎）及び２年生（電子回路
製作）を対象に、ものづくりマイ
スター（高度熟練技能者）による
技術技能指導を行っていただきま
した。マイスターによる技術指導
は生徒にとって貴重な体験であっ
たと思います。
下半期も情報技術科１２０名の
生徒が充実した生活が送れるよう
に、職員一同一丸となって頑張っ
てまいりますので今後ともよろし
くお願いいたします。

建設科 岩 瀬 政 利
ＰＴＡの皆様には日頃より建設
科の教育活動に御理解と御協力を
賜り、厚くお礼申し上げます。
平成 年度も半年が過ぎ、一年
生（担任：建設科の首代先生）は
学校生活になれ、二年生（担任：
家庭科の内山先生）は『沖縄』へ
の修学旅行、三年生（担任：建設
科の石井先生）は就職がめでたく
29
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合によるＰ１クレーン実技体験講
習会を実施しました。
月 日にＰ１左官体験講習会
が千葉県左官
業組合連合会
と千葉県職業
能力開発協会
の協力のもと
に厚生労働省
ものづくりマ
イスター制度
として実施さ
れました。普
段の授業では
体験できない
左官を親方か
ら丁寧に手解
きされていま
した。
以上、簡単にご報告いたします。
今後ともに、お子様の夢の実現に
向けて、御理解とご協力をお願い
申しあげて、上半期のご報告とさ
せて頂きます。

Ｍ２ 加 瀬 秀 人

10

私は修学旅行で沖縄に行ってき
ました。
一日目は羽田空港から那覇空港
まで飛行機に約二時間半乗ってい
きました。大体みんな飛行機に乗
るのが初めてだったので、すごく
わくわくしていました。飛行機か
らの景色はとても綺麗でした。沖
縄に着いて感じたことは日差しが
強く暑かったです。ひめゆり資料
館では、実際に戦争を体験した人
の話を聞きました。聞いた内容は

10

とても今では考えられないような
話でした。ホテルでは三十分間ミ
ニコンサートで沖縄民謡を聴いて、
沖縄の文化に触れることができま
した。
二日目、最初は体験別研修で私
はバナナボートとマリンジェット
を体験しました。初めて乗れたの
でよかったです。その後美ら海水
族館に行きました。色々な魚達を
見ることができて良かったです。
美ら海水族館を楽しんだ後はフェ
リーに乗り伊江島に行き、民泊を
体験してきました。
三日目の朝から民泊のお父さん、
お母さん達に色々な体験をさせて
いただきました。私の班は島一周
のスポーツの祭典が熱く繰
をさせていただき、戦争の頃から
り広げられたことに感謝申
建ててあった建物を見ることがで
し上げます。
きました。建物には銃弾の跡が残
各学級一団となり、総合
っていてそれを見た時私は、今生
優勝目指して取り組む姿は
きていられるのは幸せだと改めて
素晴らしく、来年以降にも
感じることができました。民泊の
つながる行事になったこと
部活動の生徒、顧問の先生が整備
お父さんお母さんは、子供のよう
と思います。また、この行事を通
してくれて、予定通り行うことが
に私達を優しく時には厳しくして
して、学級、学年、そして学校全
できました。２日目は雨天延期で、 体がさらにまとまり、活躍してい
いただきました。この三日間は二
年生にとって仲間との思い出づく
日（金）
くことを期待しています。
りでもあり、これからの進路に向
に２日目の
各種目の優勝クラスは以下のと
けていい体験になったと思います。 種目を実施
おりです。
とても楽しかったです。
しました。
草刈りも
含め、先生
方の御協力
をはじめ、
【柔道】
体育委員会、
県総体
生徒会、運
１回戦 対戦なし
動部活動の
２回戦 東総工１―４千葉黎明
生徒の協力
【剣道】
があり、東
関東大会千葉県予選（団体）
総工業高校
月 日（ 水 ）
、今までの雨が
嘘かような晴天に恵まれ、１日目
を開催することになりました。し
かし、降り続いた雨の影響で、グ
ラウンドは水浸しの状態で、開催
も危ぶまれましたが、朝早くから

１回戦 東総工３―１ 専修大松戸
２回戦 東総工１―２成田
高校総体地区予選（団体）
県大会出場
高校総体地区予選（個人）
仲村崇斗 ５位入賞
県大会出場
高校総体千葉県予選（団体）
１回戦 東総工３―０小見川
２回戦 東総工０―４成田
高校総体千葉県予選（個人）
仲村 ０―１ 五十嵐（安房）
【野球】
春季大会地区予選
１回戦 東総工０―２成田国際
選手権大会
１回戦 東総工７―０白井
２回戦 東総工７― 市川
【陸上競技】
県総体
１５００ｍ 細野 飯田
５０００ｍ 嶋田
３０００ｍ障害 磯部
出場
【卓球】
総体関東大会地区予選
予選敗退
団体戦
【テニス】
地区予選
団体 準優勝
県大会（団体）
１回戦 東総工２―１千城台
２回戦 東総工０―２ 秀明八千代
【バレーボール】
総体地区予選
東総 ２―０ 佐原
東総 ２―０ 佐原白楊
リーグ１位にて県大会出場
県総体
１回戦 東総２―０館山総合
２回戦 東総０―２中央学院

【バスケットボール】
関東大会千葉県第４地区予選会
第３位 県大会出場
関東大会千葉県予選会
１回戦敗退（対長生）
県総体
１回戦敗退（対柏陵）
【ソフトテニス】
関東大会地区予選会
団体戦 予選ラウンド敗退
県総体（オープン参加）
団体戦 １回戦敗退
（対一宮商業）
【サッカー】
県総体
ブロック予選敗退
千葉県選手権大会
１回戦 東総２―３沼南
【バドミントン】
関東大会県大会第４地区予選
団体 予選敗退
県総体地区予選
男子シングルス
ダブルス 予選敗退
【山岳】
平成 年３月 春合宿 山形蔵王
（京葉工業・市川工業・東総工業）
県総体登山大会登山競技
入賞できず
県総体登山大会クライミング大会
大会見学

情報技術科３年 村越 允保
『果てしなく濁る空や雪の声』

電子機械科３年 多田 涼真
『冬の朝眠い目こすり部活行く』

佳 作
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★総合優勝

Ｍ１
Ｍ２
Ｍ３

１学年
２学年
３学年

Ｍ１
Ｍ２
Ｐ３
Ｐ３

リレー

中止

ソフトボール

１学年
２学年
３学年
総合

Ｐ１
Ｅ２
Ｐ３
Ｐ３

１学年
２学年
３学年
総合

Ｍ１
Ｉ２
Ｍ３
Ｍ１

サッカー

１学年
２学年
３学年
総合

Ｍ１
Ｐ２
Ｐ３
Ｐ３

１学年
２学年
３学年
総合

Ｐ１
Ｅ２
Ｍ３
Ｍ３

１学年
２学年
３学年
総合

球

卓

バスケットボール

バレーボール
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