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内定に向け、がんばろう内定に向け、がんばろう内定に向け、がんばろう内定に向け、がんばろう            進路指導部 大矢啓正 

 

３年生は、卒業後に働く場所、会社を決定す

る時が来ました。そこでは客先や取引先、また

は上司や同僚などさまざまな立場、年齢層の人

たちと関わることになります。このため、マナ

ーを身につけることが大切になります。また、

新入社員はわからないことばかりですから、何

事も貪欲に吸収しなければ仕事の自信につな

がりません。そのためどんなことでも聞ける人、

話せる人を持たなければなりません。これらが

会社での第一歩ではないでしょうか。 

さて、今月から求人票が届きます。職業選択

（実際には会社選択）をするには、業種や職種

を知らなければなりません。書類を見るよりも、

実際に聞く方が、さらに訪れる方がよくわかり

ます。校内企業説明会を６月８日に行いました

が、グラフはそのアンケート結果です。「役に

立った」という回答が８９％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 さらに、職場見学は、企業の様子がよく分か

り、志望理由もより具体的に説明できるように

なり、面接での自信につながります。求人票に

は、応募前職場見学の可否について書かれてい

ます。会社側も、一度見てから受けてください

というところが多いので、億劫がらずに行って

みましょう。 

 学校を通しての就職希望者は７０名ほどで

す。少し求人が出遅れる企業もありますが、求

人総数は製造関係職だけでこの数字を上回る

見通しです。ただ、地域・職種・交替制まで考

えると、大変厳しい数字になると思います。三

者面談、希望調査のあと、８月前半には応募先

が確定しなければなりません。会社によっては

面接に加えて基礎学力試験や作文も課してい

ます。進路指導部では、夏休みに下表のような

対策を計画しています。是非、受けるようにし

てください。 

 

 

表 進路指導部の対策 

 

 

７月中旬 
基礎学力模試（希望者） 

（無料で計画中） 

７月下旬 

～８月上旬 

面接指導（希望者） 

（高卒就職ジョブサポータ） 

（キャリアカウンセラー） 

８月中旬 

一般常識模試（希望者） 

作文添削（希望者） 

ＳＰＩ模試（希望者） 

平成２３年７月４日 

        No.No.No.No.８４８４８４８４    

業種や職場の理解について

10%
1%

89%

役に立った

役に立たなかった

分からない

６７名



平成平成平成平成２２２２3333年年年年                                                        行事予定表行事予定表行事予定表行事予定表    

日 曜 行 事

１ 金 国民安全の日 壮行会(SHR後) 生徒職員室入室禁止

２ 土 ３級技能士講習会（ＭＣ，電子機器組立：本校)

３ 日

４ 月 期末考査

５ 火

６ 水 校歌練習(3限：1年)

７ 木 自転車検定(3,4限:１年)

８ 金 芸術鑑賞(１～4限：観音寺市民会館) 漢字検定(13:30～) 午前中授業（1234限）

９ 土

１０ 日 電子機器組立技能士講習会(本校)

１１ 月 製図検定(二次 1～3限:M3） パソコン検定 県高校野球開会式(高松)

１２ 火

１３ 水 野球応援(1年生：対高松北10:00～)

１４ 木 クラスマッチ (予備日:7/19,13)

１５ 金 薬物乱用防止講話(4限) 学級懇談会

１６ 土

１７ 日

１８ 月 （海の日）2,3級技能士講習会(保全，旋盤，電子機器組立：本校)

１９ 火 諸会費振替日

２０ 水 終業式・大掃除・ＬＨＲ

２１ 木 進学課外(1～3限:2,3年) 夏季休業日

２２ 金

２３ 土

２４ 日 第二種電工技能試験(高松)、 ３級技能士学科試験（旋盤, ＭＣ,保全,機器組立 ：高松)

２５ 月 １学期再考査

２６ 火

２７ 水 ３級技能士実技試験(旋盤，ＭＣ，電子機器組立：本校)

２８ 木

２９ 金 １学期再考査結果通知

３０ 土

３１ 日

食堂営業（～7/1,11～19）、進学課外(3年:7/21～27，2年:7/25～29)

８月の主な行事（予定） 
 

8/2(火)一日体験入学   8/11(木)３年登校日  8/22(月)１･２年登校日             



５／３０（月）社会人講師講話  ～演題「これから社会人となる君たちへ」～ 
 

(株)クシベウィンテックの高井篤夫氏をお招きして、機械科２・

３年生に講話をしていただきました。「品質保証のできる製品を経

済的・計画的に作り、従業員の文化生活の向上に努力し、企業を通

じて社会に貢献すること」を理念とした企業活動をなさっていると

のことでした。元気な挨拶ができることや動作がきびきびしている

こと、そして他人と交流できる趣味を持つことが大切である、とい

ったお話に生徒達は真剣に聴きいっていました。 

 

６／４（土）６（月）ラグビー部 県総体優勝【８回目】 

リーグ戦（１０人制） 

６/４（土） 三豊工 １９－ ０ 高松北 

 三豊工 ３４－１０ 坂出一 

６/６（月） 三豊工 ２２－１０ 坂出工 

初日は２・３年生が全員出場し、２試合とも危なげなく勝ちまし

た。２日目は優勝をかけて坂出工と対戦しました。前半は、開始５

分に先制トライを奪いましが、その後は流れが相手に傾き２トライ

を奪われて５－１０と逆転されました。しかし、後半は積極的に攻

撃して、ほとんどの時間を相手陣で戦い３トライを奪い逆転勝利

（２２－１０）を収めました。この結果、８年ぶり８回目の県総体

優勝を果たしました。 

 

６／８（水）校内就職ガイダンス 
西讃地区に事業所を持つ８社の方に､各社の事業内容について３

年生の希望生徒に説明をしていただきました。社員の方からの説明

は、仕事の実際の様子が良く分かり、生徒達にとって就職に対する

理解や心の準備に大変有益でした。 

 

５／２８(土)、６／１１（土）１２（日） 

技能士講習会 
技能検定は、その職種で働いている技能者を対象としてい

る社会的評価の高い国家検定です。その検定を受験する生徒

達が、高度熟練技能士の方から充実した内容の指導を受けま

した。５月２８日のマシニングセンタ３級と、６月１１日の

機械保全３級、旋盤２・３級の講習は、機械科２・３年生あ

わせて３２名が受講しました。６月１２日の電子機器組立３

級の講習は電子科の７名が受講しました。 

 

６６６６／／／／２３２３２３２３（（（（木木木木））））保育実習保育実習保育実習保育実習    
家庭科の保育学習の一環として、豊浜保育所との交流を年間６

回行っています。今回は電子科の半数の生徒が、一宮海岸で実習を

しました。ちょうど引き潮で、カニやヤドカリをつかまえたり、穴

を掘ったり、砂団子のタワーを作ったりしました。また、スコップ

と塩でマテガイを採ったりして楽しい時間をすごしました。今後は

シャボン玉ごっこや初釜茶会などの交流が予定されています。 

 



６／23（木）ちょボラクリーンアップ活動 
「ちょボラ」とは「ちょっとしたボランティア」の略で、日常

の中で、「できるときに」「できる範囲で」「無理せず」ボラン

ティアをしてみようということです。今回は約９０名の生徒が参

加して、学校周辺の通学路や豊浜駅の清掃を行いました。１時間

弱でしたが、たくさんのゴミが集まりました。私たち一人ひとり

がポイ捨てのない社会に向けて取り組まなければならないと感

じました。 

６／２５（土）・２６（日） 

第 7 回高校生ものづくりコンテスト四国大会 旋盤競技 ６位 
四国各県の予選上位者計７人が徳島市のポリテクセンターに集まり旋盤操作のコンテストに参

加しました。２時間以内に課題を完成させ、その精度や美しさを競いました。香川県代表として出

場した機械科２年山下拓也君は、強豪が集う中で６位の成積を収めました。 

 

６／２７（月）先輩講話 
本校体育館において、２人の先輩に全校生を対象に講話をし

ていただきました。香川大学生の合田明洋君からは、大学生活

は勉強や就職活動などで結構忙しいこと、そして読書をして文

章能力を養っておくことが大切である、などの講話がありまし

た。東洋炭素（株）の大西久司さんからは、採用試験では成績

だけを見ているのではない、会話がきちんとできるようにして

おく必要がある、といった助言をいただきました。 

 

 
昭和 40 年度（１９６５年度） 
 

創立４年目の、１１月２０・２１日に第

１回公開展が開催されました。現在は名称

が三豊工祭と変わっていますが、原則的に

３年に一度の開催を継続しています。毎回

大勢の方にご観覧をいただいていますが、

このときの１万７５０人という入場者数は、

当時の本校に対する地域社会の関心と期待

の大きさを表しています。 

他にも、次のような催しがありました。 

5/8 落成式典挙行（大久保県議会議長、

久保田教育長、大野原・豊浜両町

長、他多数出席） 

6/27 校歌発表会（高松市民会館） 

3/30 武道場竣工 

  

芸術鑑賞会のご案内 三国志～川本喜八郎の人形＆ジェームス三木脚本～ 

� 日 時  ７/８（金） １０：００（開演）～１２：００ 

� 会 場  観音寺市民会館 大ホール 

� 内 容  日中共同制作 精巧大型人形劇「三国志」総集編 （劇団 影法師） 

� 代 金  ５００円 

保護者の方もご鑑賞いただけます。７/６（水）までに学級担任にお申し込みください。 


