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進路状況について           

 

今年度の就職内定状況を振り返ると、

は厳しい選考基準や競合のなか、果敢

ました。その過程で、一次合格が

要因には、欠席や基礎学力不足といった基本的

なことが多いように思われます。

まであきらめることなく取り組み続け、今年度

も全員の就職先が決定しました。

は、現２年生が３年生となって就職試験に臨む

ことになりますが、今後も勢いを止めることな

く維持したいものです。 

少し気がかりなのは、２年生の直近の進路希

望調査の結果、進路未定の人が例年よりも多く、

２割に達していることです。進路選択といえば、

一生を決定する重大な事柄で判断が難しいで

すが、今後仕事を持ち自立していくならば、避

けられない意志決定です。自分の将来と向かい

合い、できるだけ早く決めることが大切です
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進路指導部

今年度の就職内定状況を振り返ると、３年生

、果敢に挑戦し

、一次合格が叶わなかった

、欠席や基礎学力不足といった基本的

。しかし、最後

まであきらめることなく取り組み続け、今年度

も全員の就職先が決定しました。今年の９月に

、現２年生が３年生となって就職試験に臨む

勢いを止めることな

少し気がかりなのは、２年生の直近の進路希

結果、進路未定の人が例年よりも多く、

２割に達していることです。進路選択といえば、

一生を決定する重大な事柄で判断が難しいで

今後仕事を持ち自立していくならば、避

けられない意志決定です。自分の将来と向かい

決めることが大切です。 

 

 続いて、横棒グラフに示したのは、３年生の

進路先についての無記名アンケート結果です。

全体として就職、進学とも「満足」が７０％ほ

どですが、就職では、科によって８０％台

５０％台と開きがあります。早くから進路指導

室を利用していた人が多いクラスほど、高い数

値であるように思えます。いいかえれば、より

関心を持ち、企業研究などに熱心で、前向きに

取り組んでいた人ほど、満足いく

いるのではないでしょうか。

 日本経済をとりまく環境は、円高・ユーロ通

貨危機など不透明感に包まれていますが

に限れば高校生求人は少しずつですが、よ

に戻り始めている観があります

ついては、しっかりとした

進路実現をしてほしいと思います。
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平成２平成２平成２平成２４４４４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 水 卒業考査卒業考査卒業考査卒業考査　  45分授業(3限～)　特別掃除(14:40～15:10)                             ＳＣＳＣＳＣＳＣ

2 木 休業日      自己推薦選抜             　　　　　　              生徒の職員室入室禁止

3 金 卒業考査卒業考査卒業考査卒業考査    標準テスト標準テスト標準テスト標準テスト　   　　                    　　　　　　           　 (進課)

4 土 　　　　　　　　　　　　　　　技能検定３級電気機器組立(ｼｰｹﾝｽ制御)指導(本校)

5 日         　　　　　　　　　　　　　　　３級機械検査技能士実技試験(多度津高)

6 月 卒業考査卒業考査卒業考査卒業考査　　　　　                                                           (進課)

7 火 卒業考査卒業考査卒業考査卒業考査

8 水 ３年生特別指導      インターンシップ(２年生)インターンシップ(２年生)インターンシップ(２年生)インターンシップ(２年生) 　　　　　　　　　　　      ＳＣＳＣＳＣＳＣ(進課)

9 木 ３年生特別指導                                 　　　　　　  第４回ＰＴＡ役員・理事会

10 金 ３年生家庭学習開始     漢字検定(15:20～)漢字検定(15:20～)漢字検定(15:20～)漢字検定(15:20～)                                    (進課)

11 土 建国記念の日

12 日 技能検定２,３級電気機器組立(ｼｰｹﾝｽ制御)実技(ﾎﾟﾘﾃｸ丸亀)

13 月 １年ﾚﾃﾞｨﾈｽﾃｽﾄ(LHR)　                                                           (進課)

14 火  

15 水 第４回国語小テスト第４回国語小テスト第４回国語小テスト第４回国語小テスト                                                       ＳＣＳＣＳＣＳＣ(進課)

16 木  

17 金 追認考査 　                      　　　　　　　                           　   (進課)

18 土  

19 日 全国ﾛﾎﾞｯﾄｱﾒﾘｶﾝﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ大会(横浜)

20 月 ３年登校日３年登校日３年登校日３年登校日  　追認考査   　                                                   (進課)

21 火  

22 水 学年末考査発表学年末考査発表学年末考査発表学年末考査発表   　                               生徒の職員室入室禁止      ＳＣＳＣＳＣＳＣ

23 木 　

24 金  

25 土  

26 日  

27 月

28 火 午前中40分授業(1,2,5,6限)　 大掃除(11:50～12:20)  SHR(～12:30)

29 水 1,2年:学年末考査(1,2限) 3年:同窓会入会式等(1,2限) 3,4限:卒業式予行・表彰式等     ＳＣＳＣＳＣＳＣ
    
    

ＳＣ：スクールカウンセラー来校（１２：４０～１６：４０）    

 

３月の主な行事（予定） 
 

卒業式 学年末考査 終業式 

２２２２月月月月    



 

ジャパンマイコンカーラリー２０１２全国大会 
 

1 月 9 日にマイコンカーラリー２０１２全国大会が札幌国際情報高等学校にて開催されました。

本校からは電子科３年の西谷信誉君と白川貴也君の２名が四国予選を勝ち抜き参加しました。 

全国大会には１１０台参加しており、２回の予選で速いタイムで走った３２台が決勝トーナメン

トに進むことができます。本校の白川君が２４番手のタイムで決勝トーナメントに勝ち進むことが

できました。 

決勝トーナメントでは、２台同時にスタートし、先にゴールしたほうが勝ちあがることができま

す。本校のマイコンカーは完走したものの、０．５秒の差で惜しくも敗れてしまいました。白川君

は「後輩に優勝してもらいたい」と来年に向けて思いを語りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    マイコンカー２０１２コース           決勝トーナメント 

 

 

 

プロを講師とする授業 
 

 １月１７日に四国計測株式会社の平尾さんを講師に迎え、「はんだ付け技術」について授業をし

ていただきました。「はんだ付け」は一見簡単に見えますが、はんだの役割や作業の注意点など、

はんだ付け作業について詳しく学ぶことにより、生徒たちは非常に奥深いものだと感じていました。

また、はんだ付けの実技指導だけでなく、実際の現場での作業内容も直接教えていただき、生徒た

ちは技能を向上させることができました。 

 

  
 

 

 



 

 

 

 

１月１５日（日）に本校で、第７

されました。競技は三豊工業高校、高松工芸高校、多度津高校の３校

６チームでのリーグ戦により、上位

の末、準優勝を勝ち取ることができました。全国大会は２月１９

パシフィコ横浜展示ホールで開催されます。

ったので、今年は優勝を狙って頑張っていきたい」と抱負を語りました

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  １０月６日１０月６日１０月６日１０月６日    持久歩大会持久歩大会持久歩大会持久歩大会
工業高校の卒業生は即社会人となる割合が多いため、「体力と忍耐力を養うこと」を目標に持

久歩大会が始まりました。１回目は

を重ねるたびに学校から阿讃山脈の雲辺寺山や郡内の山

延ばしていきました。４回目のこの年（昭和５６年）

原形が完成し、今年度で３４回を迎え

 

 

この年には他にも、次のような記録や催しがあり

ました。 

 

６月６日  高校総合体育大会陸上競技棒高跳び

で優勝。 

６月２１日 四国高校陸上選手権大会棒高跳び

で１，２, ３位入賞

１０月５日 第３６回国民体育大会少年Ｂ棒高跳び

大会新で優勝 

１１月１３，１４日 第６回公開展

１２月１日 １９８８年ソウル五輪ジュニア候補

選手（棒高跳び）

２月１２日 第１６回高校弓道大会優勝（２年連続）

、第７回全国ロボットアメリカンフットボール大会香川県予選が開催

されました。競技は三豊工業高校、高松工芸高校、多度津高校の３校から各２チームが参加し

、上位２校が全国大会の切符を手にすることができます。本校は激闘

優勝を勝ち取ることができました。全国大会は２月１９日（日）、神奈

開催されます。選手たちは「昨年の全国大会は惜し

ったので、今年は優勝を狙って頑張っていきたい」と抱負を語りました。 

 

  昭和 56 年度 
 

 

持久歩大会持久歩大会持久歩大会持久歩大会 42.195km42.195km42.195km42.195km となる。となる。となる。となる。 
工業高校の卒業生は即社会人となる割合が多いため、「体力と忍耐力を養うこと」を目標に持

回目は昭和５３年度で、歩行距離が約２０ｋｍよりスタートし、回

を重ねるたびに学校から阿讃山脈の雲辺寺山や郡内の山あいを巡るコースなどへと

のこの年（昭和５６年）より４２．１９５kmを歩く

３４回を迎えました。 

この年には他にも、次のような記録や催しがあり
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四国高校陸上選手権大会棒高跳び 

３位入賞 

第３６回国民体育大会少年Ｂ棒高跳び 
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第１６回高校弓道大会優勝（２年連続） 

(三豊工高 30 周年記念誌より
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(昭和 56 年
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日（日）、神奈川県横浜市にある

惜しくも準優勝に終わ

工業高校の卒業生は即社会人となる割合が多いため、「体力と忍耐力を養うこと」を目標に持

ｋｍよりスタートし、回

コースなどへと歩行距離を

を歩く現在のコースの

年記念誌より) 

 
持久歩大会 

年 10 月 6 日) 


