
 

平成２２年              行事予定表 

日 曜 行 事

１ 火 朝礼･更衣 総体前短縮45分授業（～6/4）

２ 水

３ 木

４ 金

第二種電気工事士(技能試験：筆記試験免除者対象)５ 土 総体

６ 日 第二種電気工事士(筆記試験)総体

７ 月 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日特別時間割（午前中授業:③④⑤⑥限） 総体

職業理解のためのガイダンス（放課後,3年）８ 火 眼科検診(13:30～,全学年)

９ 水 (進課)

第２回国語小テスト１０ 木

１１ 金 機械製図検定(一次) (進課)第１回実用英語技能検定

観音寺市内高校野球定期大会(9:00～： )１２ 土 観音寺総合運動公園)

１３ 日

１４ 月 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日(進課)朝の読書週間

１５ 火 表彰状伝達式・四国総体壮行会

１６ 水 (進課)

諸費等口座引落日１７ 木 歯科検診(13:30～，1年，E3,S3)

１８ 金 (進課)計算技術検定（放課後） 第２回 ＰＴＡ役員・理事会

１９ 土 危険物取扱者試験（乙4類：香川大学工学部)

四国総体２０ 日 危険物取扱者試験（乙4類以外： 同 上 ）

２１ 月 社会人講師招聘事業(3限:M3他） ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校 日(進課)

２２ 火

２３ 水 (進課)

２４ 木

情報技術検定(放課後)２５ 金

高校生ものづくりｺﾝﾃｽﾄ四国大会・電子組立部門（本校）２６ 土 ３級旋盤・３級フライス盤・３級保全技能士講習会

高校生ものづくりｺﾝﾃｽﾄ四国大会・旋 盤（高知工）２７ 日

２８ 月 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日期末考査発表 生徒職員室入室禁止

２９ 火 先輩講話(5限:予定)

３０ 水

校歌練習自転車車体検査
 

 

 

 

 

 

 

７月の主な行事（予定） 
 

 7/5～8期末考査  7/20 終業式 7/29 一日体験入学 

  



 

 
                    〒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） 

 

平成２２年度 本校の重点目標 

本校では、生徒に対してよりよい教育活動ができるように、毎年教育活動と学校運営に関する重

点目標を設定しており、その達成状況や達成に向けた取り組みについて客観的に評価し、不十分な

部分には必要な改善を行い、最後に評価の結果を公表しています。 

今年の重点目標 

分野 重 点 目 標 

教育 

活動 

① 基礎的・基本的な知識や技術を確実に身に付けさせる。 

② 高度熟練技能者の育成を進めるとともに、各種資格・検定に積極的に挑戦させる。 

③ ものづくりや部活動等に積極的に取り組ませる。 

学校 

運営 

④ 校務の効率化を図り、生徒と向き合うことができる時間を確保する。 

⑤ 積極的に情報発信し、地域との連携・協力を図りながら信頼される学校を目指す。 

公開授業のアンケート結果 

 5月6･7･10･15日の4日間、今年度１回目の公開授業週間を行い、午後からの授業と部活動を公開

しました。15日はＰＴＡ総会を開催し、それに先立つ参観授業には、たくさんの保護者の参加を得

ることができました。その際、授業等についてのアンケートを実施し、結果は以下のようになりま

した。今後の学校運営に活かしていきたいと思います。               （％） 

 よくあては
まる 

ややあては
まる 

あまりあて
はまらない 

まったくあ
てはまらな
い 

判断できな
い（分から
ない） 

授
業
を
参
観
し
て
の
感
想 

①学習に真剣に取り組んでいた。  31.7 55.0 8.3 1.7 3.3 

②生徒は授業の内容を分かっていた。 13.6 55.9 15.3 3.4 11.9 

③分かりやすい授業のために工夫がされていた。 36.8 57.9 3.5 0.0 1.8 

④生徒一人ひとりに気を配った授業をしていた。 30.5 54.2 10.2 1.7 3.4 

⑤教室、校舎内外の環境はきれいであった。 58.3 31.7 8.3 0.0 1.7 

⑥参観は子どものことが分かってよかった。 53.3 36.7 8.3 0.0 1.7 

本
校
の
教
育
活
動
に
つ
い
て 

⑦楽しく学校生活を送っている。 54.7 40.6 4.7 0.0 0.0 

⑧特色ある教育活動が行われている。 34.4 49.2 6.6 0.0 9.8 

⑨保護者との連携が図られている。 17.5 54.0 9.5 0.0 19.0 

⑩部活動は活発に行われている。 57.1 31.7 9.5 0.0 1.6 

⑪教育活動が十分に周知されている。  26.6 50.0 14.1 0.0 9.4 

☆授業参観・アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。☆ 

平成２２年５月２８日 

No.７１ 

香川県立三豊工業高等学校 



 

トルコ遠征について 
－メカトロ部－ 

 
－トルコと日本の友好関係について－ 

１８９０年（明治２３年）オスマン・トルコ帝国の軍艦エルトゥールル号が和歌山県串本町大島沖で台

風に遭遇し沈没した際に、大島の島民は遭難者を救助しようと献身的に働き、負傷者の介護や食事の世話

などを不眠不休で行いました。６９名の乗組員の命を救い、日本の軍艦｢金剛｣｢比叡｣でトルコへ送り、ト

ルコ国民の心からの感謝で迎えられました。 

時は流れ、９５年後の１９８５年（昭和６０年）３月１８日。イラン・イラク戦争の最中、イラクのフ

セイン大統領は、イラン上空を通るすべての飛行機を撃墜すると警告しました。現地では２００名以上の

日本人が取り残されて日本が飛行を断念していたそのときです。親日家の首相オザールは、危険を承知で

トルコ航空機２機を派遣したのです。在イランの日本人はトルコ航空機によって無事救出されました。日

本大使館のお礼の言葉に対してオザールは、「エルトゥールル号のお返し」だと述べています。この救出

劇に対して、わが国のマスコミは“トルコからの救いの翼”と称えました。彼らトルコ人は今でも昔の恩

義を忘れていないということです。 

 

－トルコ学生ロボットコンテストとは－ 

トルコにおけるロボット技術を向上させること、ものづくり文化を 

根付かせることを目的に、高校生・大学生を対象とした、２００７年 

２月から毎年開催されている大会です。第１回から回を重ねるたびに 

参加チームは増えており、高校生や大学生が日頃からの取り組みの成 

果を競う場として、盛大なイベントとして行われています。 

 
－出場した経緯－ 

 ２０１０年は｢トルコにおける日本年｣と題して積極的に日本との交流を行うというテーマのもと、今回、

数ある競技の中から｢ロボット相撲｣と｢高専ロボコン｣が選ばれ、ＪＩＣＡ（国際協力機構）を通じてトル

コ共和国からロボット相撲大会事務局に要請がありました。 

 トルコのロボット相撲は、自立型が積極的に行われています。高校生、そして自立型の代表ということ

で、昨年の高校生優勝チームである三豊工業高校が選ばれました。両国にとって記念すべき年にトルコ政

府から日本代表として招待されました。 

 

 

 

 

 

 

 
－大会結果などについて－ 

ロボット相撲大会は５月６日、７日の２日間、競技台数６６台でのトーナメント形式で行われました。 

日本でのロボット相撲大会と若干異なったルールや土俵の状態のなかで、思いどおりの試合ができません

でしたが、冨田将吾君が３位に入賞。また、長谷川優君は８位という成績でした。トルコのロボットの製

作技術については、日本の技術に匹敵するものも多数あり、これから技術進歩の飛躍が期待されます。ま

た、日本の代表として立派な試合を行い、ホームステイという貴重な体験

を生徒・教員ともにできたことは、「２０１０年トルコにおける日本年」

行事における使命を果たしたことにもなり、トルコとのさらなる交流を図

るよい機会となりました。何千キロも離れたアジア両端の国が１２０年の

助け合いで築かれた友好。競技の勝ち負けよりも大切な何かを与えてくれ

たと同時に、｢両国のよい架け橋｣となりました。 

 



 

 

5/29(土) 5/30(日) 5/31(月)

陸上競技
(山本卓･

和田)

県立丸亀競技場(丸亀市金倉町)
10:30  走幅跳(決)
12:05　１５００ｍ(予)
12:50  ４×１００ｍR(予)
15:00  円盤投(決)

県立丸亀競技場
11:20  １００ｍ(予)
12:30  やり投げ(決)
14:05  ８００ｍ(予)
16:20  ５０００ｍ(予)

県立丸亀競技場
10:30  三段跳(決)
10:50  ２００ｍ(予)
13:00  砲丸投(決)

サッカー
(山地･石川)

鉢伏ふれあい公園(善通寺市与北町)
１回戦 13:00　vs高松桜井
２回戦

6/5(土) 6/6(日) 6/7(月)

サッカー
(山地･石川)

鉢伏ふれあい公園(善通寺市与北町)
３回戦
11:40　vs工芸or志度or大手前
ベスト４決定14:40

緑ケ丘総合運動公園
（三豊市高瀬町）
準決勝
13:00

県総合運動公園
(高松市生島町)
３位決定戦11:00
決勝13:00

バスケット
ボール

高松高校(高松市番町)
１回戦 9:30　vs高松一
２回戦 vs高　松

場所未定(高松高校他)
ベスト８決定
ベスト４決定

準決勝
決勝

卓球

丸亀市民体育館(丸亀市金倉町)
団体戦（決勝まで）  9:20～
１回戦　なし
２回戦　vs英　明
３回戦　vs高専高松or藤井寒川

丸亀市民体育館
個人戦  9:00～
ダブルス　　決勝まで
シングルス　２回戦まで

丸亀市民体育館
個人戦  9:00～
シングルス　決勝まで

ソフトテニス

高松亀水運動センター
(高松市亀水町)
団体戦（決勝まで）  9:00～
１回戦　vs藤　井
２回戦　vs高松中央

高松亀水運動センター
個人戦  9:00～
ダブルス　できるところまで

高松亀水運動センター
個人戦  9:00～
ダブルス　　決勝まで

ラグビー

瀬戸大橋記念公園球技場
(坂出市番の州緑町)
リーグ戦(10人制)
①13:15～坂出一高
②14:45～坂出工業

試合なし

瀬戸大橋記念公園球技場
リーグ戦(10人制)
③11:30～高松北高

柔道

県立武道館(高松市福岡町)
団体試合（決勝まで）  10:00～
１回戦　vs多度津
２回戦　vs丸　亀
個人試合  13:30～

県立武道館
個人試合  9:30～
残り　決勝まで

弓道
琴平高校(琴平町)
団体戦  10:00～予選（立順９番目)
決勝トーナメント  14:30～

琴平高校
個人戦  9:30～

登山
琴平高校(琴平町)
14:00  　 集合
15:30～　審査開始

　6:30～琴平高校
　　　　 ～ 大川山（泊）

　（泊）大川山 ～
 　　　　　塩入温泉～11:30

少林寺拳法

坂出一高(坂出市駒止町)
10:30～団体演武
規定組演武
組演武(二段以上/初段)
単独演武

がんばれ三豊工業（第５０回県高校総体）
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