
平成平成平成平成２１２１２１２１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 食 堂 

 １ 日    

 ２ 月 第第第第４５４５４５４５回卒業式（回卒業式（回卒業式（回卒業式（10:0010:0010:0010:00～）～）～）～）                                        職員室入室禁止   

 ３ 火       

 ４ 水 学年末考査学年末考査学年末考査学年末考査      

 ５ 木    

 ６ 金 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日   

 ７ 土    

 ８ 日    

 ９ 月 入試準備（３限～）                    午前中授業（1,2,5,6 限）   

１０ 火 学力検査学力検査学力検査学力検査      

１１ 水 面接面接面接面接      

１２ 木   ○ 

１３ 金   ○ 

１４ 土    

１５ 日    

１６ 月 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日  ○ 

１７ 火   ○ 

１８ 水   ○ 

１９ 木 終業式・大掃除・ＬＨＲ            合格者発表合格者発表合格者発表合格者発表   

２０ 金 春分の日   

２１ 土    

２２ 日    

２３ 月 単位追認考査                 合格者招集日合格者招集日合格者招集日合格者招集日   

２４ 火 単位追認考査   

２５ 水       

２６ 木    

２７ 金    ﾎﾞｲﾗｰ実技講習会（丸亀市民会館等）   

２８ 土    

２９ 日    

３０ 月    

３１ 火    

 始業式(4/6)  入学式(4/7)  新入生研修(4/10～)  ４月テスト(英数)(4/10) 

 ○印：食堂営業               早めに購入！教科書！！早めに購入！教科書！！早めに購入！教科書！！早めに購入！教科書！！ 

３３３３月月月月    

祝祝祝祝    卒業卒業卒業卒業    ～～～～３３３３月月月月２２２２日日日日    卒業式卒業式卒業式卒業式～～～～    

午前 10 時より本校体育館で第 45 回卒業証書授与

式が開催されます。 

新学年の新学年の新学年の新学年の教科書は、指定の書店で３月末までに、購入してくだ教科書は、指定の書店で３月末までに、購入してくだ教科書は、指定の書店で３月末までに、購入してくだ教科書は、指定の書店で３月末までに、購入してくだ

さい。科・選択科目等の確認を、また、名前の記入も忘れずに。さい。科・選択科目等の確認を、また、名前の記入も忘れずに。さい。科・選択科目等の確認を、また、名前の記入も忘れずに。さい。科・選択科目等の確認を、また、名前の記入も忘れずに。    



 

 
                    〒769-1689 観音寺市大野原町大野原 5537番地 

                    TEL (0875)52-3011   FAX (0875)52-3012 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.kagawa-edu.jp/mitokh01/   E-mail mitokh01@kagawa-edu.jp 

連絡・お知らせ用 http://www.kagawa-edu.jp/mitokh02/（携帯電話からご覧になれます） 

 

卒業卒業卒業卒業するみなさんへするみなさんへするみなさんへするみなさんへ    

「「「「美美美美しいしいしいしい願願願願いごといごといごといごと」「」「」「」「悩悩悩悩むむむむ力力力力」」」」そしてそしてそしてそして「「「「仲間仲間仲間仲間」」」」    
第第第第３３３３学年主任学年主任学年主任学年主任    酒井伸弘酒井伸弘酒井伸弘酒井伸弘    

３年生のみなさん、卒業おめでとうございま

す。今、世界中の経済が激しく揺れ動いていま

すが、そんななかでも全員が就職先・進学先を

決めて卒業を迎えられるということは、みなさ

ん自身はもちろん、家族の方々にとっても大変

なよろこびだと思います。３年前三豊工業高校

に転勤してきて、ちょうどみなさんと同じ時間

をともに過ごしてきた私としても、うれしい限

りです。 

 これからみなさんは新しい世界に踏み出しま

すが、その門出にあたり、次の詩を贈りたいと

思います。 

『紙風船』黒田三郎 

落ちてきたら 

今度は 

もっと高く 

もっともっと高く 

何度でも 

打ち上げよう 

美しい 

願いごとのように 

「紙風船」というのは文字どおり紙で作った風

船ですから、打ち上げてもすぐに落ちてきます。

ですから何度でも打ち上げなければなりません。

もちろん、これは、最後にある「美しい願いご

と」を喩えたものです。人は誰しも夢や希望を

持ち、しあわせになりたいと願わない人はいま

せん。しかし、生きていく上ではさまざまな困

難が立ちはだかってきます。上昇しようとする

意志と、それを常に引きずり降ろそうとする現

実、そのような日々の葛藤の中でも「美しい願

いごと」を見失うことなく生きていきたい。そ

んな思いがこの詩に込められていると私は思い

ます。 

 もう一つみなさんに贈りたいのは「悩む力」

という言葉です。これは姜尚中（カン・サンジ

ュン）という人が最近出版した本の題名です。

「美しい願いごと」と「現実」の葛藤に悩むこ

とは多々あるでしょう。そのように「悩む」と

いうのは普通よくないことだと思われています

が、「簡単に結論を出すな。夏目漱石のように、

時代を悩み抜く力を持て」、そして「それが明る

い未来を切り開く力となる」というのです。私

も「みだりに悲観もせず、楽観もせず」、世の中

をしっかり見据えて、悩み抜きたいと思います。 

 そして最後に「仲間」。「悩み」は一人ひとり

違うでしょうが、大きく見れば共通するところ

があるものです。そんなとき、同じ悩みを持つ

仲間と知恵を絞れば、新しい道もひらけてくる

でしょう。同じ悩む仲間として、そして同じ働

く仲間として、ともに強く生き抜いていきまし

ょう。 

平成２１年２月２７日 

No.No.No.No.５６５６５６５６    

香川県立三豊工業高等学校香川県立三豊工業高等学校香川県立三豊工業高等学校香川県立三豊工業高等学校    

 

 



三豊三豊三豊三豊・・・・観音寺地観音寺地観音寺地観音寺地区人権区人権区人権区人権・・・・同和教育同和教育同和教育同和教育中高連絡会中高連絡会中高連絡会中高連絡会    

２月５日、三豊観音寺地区の中学校１３校と高校６校から人権 

・同和教育に携わる先生方が本校に来校し、２年生の人権・同和 

教育ＬＨＲ“橋のない川”の研究授業と車椅子補助装置「あゆみ 

ちゃん」の課題研究発表を参観されました。 

 

朗報朗報朗報朗報！！！！最優秀賞最優秀賞最優秀賞最優秀賞受賞   第６回高校生技術・アイディアコンテスト全国大会      

車椅子車椅子車椅子車椅子補助補助補助補助装置装置装置装置    「「「「ああああああああああああゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆみみみみみみみみみみみみちちちちちちちちちちちちゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃんんんんんんんんんんんん」」」」        ～Ｓ～Ｓ～Ｓ～Ｓ３３３３課題研究作品課題研究作品課題研究作品課題研究作品～～～～ 
第６回高校生技術・アイディアコンテスト全国大会におい

て、全国５９件もの出展の中から本校の車椅子補助装置「あ

ゆみちゃん」が最優秀賞を受賞しました（受賞式２月６日）。

本作品は進学コースの垣見晃平君、熊谷嘉優君、大藤駿作君、

安藤浩揮君の４名が課題研究で製作しました。「あゆみちゃ

ん」は、去年の「すすむ君」に次ぐ２台目で、特別支援学校 

で車椅子を利用している生徒のために製作した車椅子電動化装置です。この装置に車椅子の前輪を

載せると車椅子は電動式に早変わりします。車椅子に乗っている生徒に合わせたユニバーサルなコ

ントローラを用い、車椅子を自在に走行させることができます。昨年行われた香川西部養護学校の

運動会で活躍し、現在も大事に使用していただいています。 

““““経営者経営者経営者経営者からからからから見見見見たたたた望望望望ましいましいましいましい工業高工業高工業高工業高校生校生校生校生””””西工業西工業西工業西工業株式会社株式会社株式会社株式会社    大西大西大西大西治治治治代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役    

2 月 9 日（月）、本校卒業生であり、同窓会長の大西様から 

先輩講話をしていただきました。三豊工業高校の設立の様子や、 

活動の様子の写真を見せていただきながら、今まで経験してき 

たことなど、様々なお話をしていただきました。 

２０名が一足早く春をつかむ  ～自己推薦選抜合格発表～ 
今年度から始まった本校の自己推薦選抜の合格発表が２月１０日

に行われました。午前９時、機械科７名、電気科７名、電子科６名

の計 20 名の合格者が発表されると、中学生が保護者と喜び合う姿

や写真を撮る姿などが見られました。 

 

インターンシップインターンシップインターンシップインターンシップ     勤労観、職業観を身につける目的でインターンシップが２月１０日か

ら１３日の（１１日は祝日）３日間、本校の２年生を対象に行われました。協力してくださった三

観地区の企業には様々な職種があり、生徒はそれぞれ企業で実際に働くことで貴重な経験ができま

した。 
 

ものづくりものづくりものづくりものづくり展展展展    ２月９日から１３日の一週間、実習・課題研究で製作した作品を展示する“も 

のづくり作品展”が開催されました。綿繰り機、最優秀賞を受賞した「ストラックアウトマシン」、

香川県大会で優勝したアイディアロボットなどが展示されました。 

 

 

 

 



 

 

最優秀賞、受賞！   ― 指導者 黒川直樹 ― 

１月２２日、県下の工業系生徒の研究成果発表会が 

志度高校にて行われました。本校からは、電気科３年の近藤寛人、

佐野祐奨、嶋田翼、中山拓也、藤川大祐、眞鍋彰の６名が課題 

研究で製作した「ストラックアウトマシン」についての発表を 

しました。参加校６校の先頭を切って、緊張しながらも堂々と 

製作の理由、苦労、工夫等をパワーポイントを使って発表しま 

した。その後の他校の発表はすばらしく、とても最優秀賞なんて…と思いながら結果発表を 

まち、最優秀賞で本校の名前が呼ばれたときにはなんともいえない安堵感が漂ったことをい 

までも覚えています。いろんな苦労はありましたが、すばらしい達成感を生徒達全員が感じ 

られたことは指導者としてとても満足のいくものでした。 

 

   

２月８日、パシフィコ横浜（横浜市）で『第４回高校生ロボットアメリ 

カンフットボール全国大会』が開催されました。本校のチー 

ム『ＭＩＴＯＹＯ』が香川県代表で出場し、予選３試合、決 

勝トーナメント３試合をすべてコールドゲームで優勝という 

快挙を成し遂げました。(写真左から)宮本君(O3)、冨田君 

(E2)、茨木君(O2)、石川君(E2)、白川君(O2)お疲れ様で 

した。練習の成果が十分に発揮された大会だと思います。 

 

そのそのそのその他各他各他各他各種種種種資格資格資格資格・・・・検定検定検定検定・・・・大会大会大会大会表彰表彰表彰表彰     
少林寺拳法部西讃ブロック大会     製図コンクール 佳作    ３名 第 64 回香川の発明くふう展 

      組演武一般段外の部優秀賞         最優秀賞  １名        日本弁理士会会長奨励賞 

      組演武一般有段の部優良賞         優秀賞   ２名 第 25 回香川県高等学校総合文化祭 

      単独演武一般の部 優良賞 リスニング英語検定１級合格 １名               作品表彰 

      団体演武一般の部最優秀賞          ２級合格 １名 パソコン利用技術検定３級合格  １名 

機械加工（普通旋盤作業）                ３級合格 １名           ２級合格 １２名 

 ２級機械加工技能士      １名 第 47 回西讃バスケットボール大会 漢字検定３級合格        ８名 

 ３級機械加工成績優秀     １名        高校男子の部 優勝     以上12月～3月分の表彰です。 

 

祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝             卒卒卒卒卒卒卒卒卒卒卒卒 業業業業業業業業業業業業 おおおおおおおおおおおお めめめめめめめめめめめめ でででででででででででで とととととととととととと うううううううううううう             ～～～～～～～～～～～～３３３３３３３３３３３３月月月月月月月月月月月月２２２２２２２２２２２２日日日日日日日日日日日日             卒卒卒卒卒卒卒卒卒卒卒卒業業業業業業業業業業業業式式式式式式式式式式式式～～～～～～～～～～～～     

３月２日、午前１０時より第４５回卒業式が挙行されます。 

機械科２８名、電気科３２名、電子科２７名、進学コース１３ 

名の計１００名が卒業し、社会へと巣立っていきます。 

 

今年度最後の「三豊工だより」になります。一年間お読みいただきありがとうございます。 

記事についてのご意見、ご感想等ありましたら広報係までお寄せ下さい。 

 

 

祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝ロロロボボボッッットトトアアアメメメリリリカカカンンンフフフッッットトトボボボーーールルル全全全全全全全全全全全全国国国国国国国国国国国国優優優優優優優優優優優優勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  


