
平成平成平成平成 2222２２２２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 月 振替休日(10/30・三豊工祭)                     

  ２ 火 振替休日(10/31・三豊工祭)       総合文化祭開会式(アルファあなぶきホール)  

  ３ 水 文化の日                                               

 ４ 木 安全の日                                         

 ５ 金 第３回英語小テスト第３回英語小テスト第３回英語小テスト第３回英語小テスト     第２回漢字検定第２回漢字検定第２回漢字検定第２回漢字検定(15:20(15:20(15:20(15:20～～～～))))                (進課) 

 ６ 土 県高校登山競技新人大会（登山部：本校） 

 ７ 日 県高校登山競技新人大会（登山部：本校）               

 ８ 月 朝礼  地元企業説明会(5,6 限：1,2 年)          ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日    (進課) 

 ９ 火                                     

１０ 水                                                       (進課) 

１１ 木                

１２ 金                                                      (進課) 

１３ 土  

１４ 日 家族の日 

１５ 月 知的財産教育講演会（3,4 限：1 年 体育館）      ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日      (進課) 

１６ 火  2 年生修学旅行(沖縄)                                      

１７ 水                                   諸費等口座引落諸費等口座引落諸費等口座引落諸費等口座引落日日日日                    (進課) 

１８ 木                                                                                          

１９ 金   計算技術検定計算技術検定計算技術検定計算技術検定(放課後)                                      

２０ 土                                              全同教大会(佐賀） 

２１ 日  

２２ 月                                      ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日     (進課) 

２３ 火 勤労感謝の日           ジャパンマイコンカーラリー四国地区大会ジャパンマイコンカーラリー四国地区大会ジャパンマイコンカーラリー四国地区大会ジャパンマイコンカーラリー四国地区大会((((本校本校本校本校)))) 

２４ 水 人権講演会（4 限）  読書週読書週読書週読書週間間間間                            (進課) 

２５ 木                                               

２６ 金                                                      (進課) 

２７ 土                                            

２８ 日                                       

２９ 月                                           ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日      (進課) 

３０ 火 期末考査発表期末考査発表期末考査発表期末考査発表                （生徒職員室入室禁止 ～12/10） 
 

各運動部新人戦  三工杯ソフトボール大会(12 月中旬)  児童虐待防止推進月間（ 11 月）  

三豊工ボランティア月間(11/1～30)  危険物取扱者試験（乙４：12/4，他 12/5） 
 
 

 
 
 

１２月・１月の主な行事（予定） 
☆☆☆☆12/7(12/7(12/7(12/7(火火火火))))～～～～12/10(12/10(12/10(12/10(金）期末考査金）期末考査金）期末考査金）期末考査       ☆☆☆☆12/13(12/13(12/13(12/13(月月月月))))人権映画教室，パソコン検定人権映画教室，パソコン検定人権映画教室，パソコン検定人権映画教室，パソコン検定 
☆☆☆☆12/14(12/14(12/14(12/14(火火火火))))クラスマッチクラスマッチクラスマッチクラスマッチ    ☆12/24(水)終業式 
★★★★進学説明会進学説明会進学説明会進学説明会((((対象対象対象対象::::希望生徒・保護者希望生徒・保護者希望生徒・保護者希望生徒・保護者))))                    1111学年：学年：学年：学年：12/2212/2212/2212/22((((水水水水))))    2222学年：学年：学年：学年：12/2112/2112/2112/21（火）（火）（火）（火）                     
☆☆☆☆学級学級学級学級((((三者三者三者三者))))懇談会懇談会懇談会懇談会((((対象：一部生徒・保護者）対象：一部生徒・保護者）対象：一部生徒・保護者）対象：一部生徒・保護者）    12/20(12/20(12/20(12/20(月月月月))))～～～～12/24(12/24(12/24(12/24(金金金金)))) 
☆1/5(水),6(木)２学期再考査  ☆1/11(火)始業式   ☆1/21(金)情報技術検定 
☆1/27(木)卒業考査時間割発表 

   



 

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

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

ホームページ  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） 

 

                        第１６回 三豊工祭にあたって 

校 長  渡 邉  究 

 

 １０月３０日（土）・３１日（日）の２日間、３年に 

一度の「三豊工祭」が開催されます。１６回目の今回は、 

『刻め！！ 三豊工の光る足跡』を統一テーマに、３０日 

午前に開祭式・開祭行事、午後は小中学生を対象とした 

「サイエンスフェスタ イン 三豊工」、３１日は一般に 

公開した学校祭が実施されます。昭和３７年創立以来、本 

校が取り組んできたものづくりの技術や作品、歴史を公開 

し、地域の人々に三豊工をより一層知っていただこうとす 

るものです。今回は、本校の長い歴史を光る足跡に例え、 

その光る足跡をこれからも刻んでいきたいとの思いでテー 

マを設定しました。２年後に迫った創立５０周年にも繋が 

るものです。 

 総合展（校史展、ＰＴＡ展、保健展、人権展、部展など）、 

科展（機械、電気、電子）、クラス展（アーチ、はりぼて等） 

やゲーム、バザー、屋外行事等、盛り沢山の催し物を用意し   デザイン原案  O2 黒田啓太 

ております。生徒会を中心として企画・立案し、実習、課題 

研究、ＬＨＲ等の時間や放課後を使って、生徒全員が協力して製作、準備を進めてまいりました。

ぜひ、直接見て触って感じて、生徒一人ひとりのものづくりにかける思いを感じ取っていただけれ

ばと思います。 

 保護者の皆さんをはじめ地域の皆様方、大勢のご来校を心からお待ちしています。 

 

平成平成平成平成 22222222 年年年年 10101010 月月月月 30303030 日（土）日（土）日（土）日（土）        非公開日非公開日非公開日非公開日    

９：３０～１１：００ 開祭式・開祭行事（非公開） 

      １２：３０～１４：３０ サイエンスフェスタ イン 三豊工  

                    （地域の児童・生徒を招待） 

平成平成平成平成 22222222 年年年年 10101010 月月月月 31313131 日（日）日（日）日（日）日（日）        公開日公開日公開日公開日                    

       ９：３０～１４：３０ 一般公開 

             同時開催 サイエンスフェスタ イン 三豊工（公開） 

平成２２年１０月２８日 

No.No.No.No.７６７６７６７６    

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    

 



 
                             テーマ発案者  M2 山内健嗣 

〔〔〔〔三豊工祭の展示内容三豊工祭の展示内容三豊工祭の展示内容三豊工祭の展示内容〕〕〕〕    

・サイエンスフェスタ・サイエンスフェスタ・サイエンスフェスタ・サイエンスフェスタ    インインインイン    三豊工三豊工三豊工三豊工    

＜ 機械科 ＞ 文鎮作り、竜巻発生装置の実演、スターリングエンジンの実演 など  

＜ 電気科 ＞ メロディおもちゃの製作  

＜ 電子科 ＞ イライラ棒の製作、イルミネーションプレートの作成 など 

＜ 理 科 ＞ 人工イクラ作り、怪獣ゴムボール作り、
2

CO ロケット製作 など 

＜メカトロ部＞ ロボット相撲の紹介、マイコンカーラリーの紹介 など 

・総合展・総合展・総合展・総合展    

   校史展  人権展  生徒作品展  PTA展（フリーマーケット）など 

・科展・科展・科展・科展    

機械科展  電気科展  電子科展  家庭科展 

・クラス展・クラス展・クラス展・クラス展    

   野外ディスプレー（大型オブジェ） 壁画  喫茶コーナー  など 

 

～～～～燃燃燃燃えろえろえろえろ！！！！三豊工魂三豊工魂三豊工魂三豊工魂！！！！！！！！～～～～    

    

    部活動部活動部活動部活動のののの結果結果結果結果        

野野野野    球球球球    部部部部   秋季四国地区高校野球県大会                                        ベスト 16 

       ２回戦  三豊工高 ５対４ 津田 

３回戦  三豊工高 ４対９ 観音寺中央    
サッカーサッカーサッカーサッカー部部部部   第８９回全国高校サッカー選手権大会香川大会   ベスト 16 

       ２回戦  三豊工高 ３対２ 丸亀城西 

       ３回戦  三豊工高 ０対１ 観音寺第一 

種目種目種目種目    大会名大会名大会名大会名    期日期日期日期日・・・・会場会場会場会場    

ソフトテニス 
新人大会 

１０月３１日（日）〈個人〉  香川県営テニス場 

１１月 ７日（日）〈団体〉  香川県営テニス場 

少林寺拳法 
新人大会 

１１月 ３日（水）  香川県立坂出第一高等学校 

弓   道 
新人大会 

１１月 ３日（水）  香川県立琴平高等学校  

登   山 
新人大会 

１１月 ６日（土）  香川県立三豊工業高校 本校 

１１月 ７日（日）  雲辺寺 （観音寺市大野原町） 

卓   球 
新人大会 

１０月３０日（土）、３１日（日） 香川県立体育館 

１１月 ３日（水）           〃 

ラ グ ビ ― 
全国大会予選 

１１月 ７日（日）対 坂出工 香川県営サッカー・ラグビー場 

１４日（日）  決勝戦       〃 

バスケット 
選抜大会 

１０月３０日（土） 対  小豆島 高松市総合体育館 

１１月  ３日（水）､６日（土）､７日（日）３回戦以降 

 

 

 



小雨小雨小雨小雨のののの中中中中、、、、新新新新コースでのコースでのコースでのコースでの 42.19542.19542.19542.195ｋｍｋｍｋｍｋｍ！！！！     ～第～第～第～第 3333３３３３回持久歩大会～回持久歩大会～回持久歩大会～回持久歩大会～ 

 10 月８日、恒例の持久歩大会が行われました。昨年は宝山湖を望む新コースに変更 

して初めての大会でしたが、県下に雷注意報が発表され、距離を２９．４ｋｍに短縮し 

て実施しました。このため今年が新コースとして初めての 42.195ｋｍの大会となりま 

した。午前７時３０分に学校を出発し、昼前から時折雨の降るコンディションではあり 

ましたが、生徒は深まりゆく三豊路の秋を身近に感じながら、しっかりと歩きました。 

給水ポイントに加えた香川用水の貯水池である宝山湖では、水資源の大切さについて思 

いを巡らせた生徒もいたことと思います。３年生以外は初めての 42.195ｋｍでしたが、 

それでも、ほとんどの生徒が完歩することができました。また、保護者の方の参加も例年より多く、充実した大会として無事終了

することができました。ＰＴＡ役員の方をはじめ、多くの保護者の方々に、お手伝いいただき、ありがとうございました。来年度

もぜひ、多くの保護者の方のご参加をお待ちしています。 

第第第第 10101010 回回回回    高校生ものづくりコンテスト全国大会参加高校生ものづくりコンテスト全国大会参加高校生ものづくりコンテスト全国大会参加高校生ものづくりコンテスト全国大会参加報告報告報告報告    

 10 月 16 日(土)～10 月 17 日(日)の 2 日間、茨城県土浦市にある筑波研究学園専門学校で

開催された「第 10 回高校生ものづくりコンテスト全国大会」の電子回路組立部門に電子科

3 年岸上尚哉君が参加しました。この大会に向けて、夏休みや放課後を利用し、練習を繰り

返してきました。大会当日は、製作回路設計・組立はいつもの練習通りにできたのですが、

プログラム作成で思わぬ苦戦をしてしまいました。思うような結果を残すことはできません

でしたが、精一杯の力を出し、意義のある全国大会となりました。 

第第第第 18181818 回回回回    全国高等学校ロボット競技全国高等学校ロボット競技全国高等学校ロボット競技全国高等学校ロボット競技大会報告大会報告大会報告大会報告    

10月 16（土）・17日（日）に茨城県つくば市で行われた「第 18回全国高等学 

校ロボット競技大会」に、進学クラスの課題研究で製作したマシン名「三豊の嵐」 

と電子科の課題研究チームが製作したマシン名「三豊工紋」の 2台が出場しまし 

た。今年の課題は、茨城県にちなみ、水戸黄門の諸国漫遊をテーマに、コート内 

をラジコン型の「助さん格さんロボット」に乗った自立型の「水戸黄門ロボット」 

が、3つの諸国を訪れ、それぞれの諸国で自動走行しながら「悪代官を懲らしめ、 

姫様を救出して西山荘に連れて帰る」という課題をこなすものでした。大会には 

135台が出場しており、予選で「三豊工紋」が痛恨の失格になるも、「三豊の嵐」 

が何とか予選通過 36台中 27位で突破しました。次の本戦では、諸国内での課題内容が変更され、水戸黄門ロボットのプログラム

を作り直す必要がありました。学校ではこれに対応するため十分練習を積んでいましたが、本戦までには 30分しかなく、今回参加

した 6 名全員で協力し、知恵を出し合い、課題に取り組みました。その過程は、まるでプロジェクトＸを見ているようでした。結

果は本戦 1 回目 21位、2回目 26位で決勝には進めませんでしたが、生徒たちは大変良い経験をし、これまでに味わったことのな

い達成感を得た大会であったと思います。 

 

２２２２年生年生年生年生    修学旅行修学旅行修学旅行修学旅行へへへへ        ～～～～沖縄沖縄沖縄沖縄でででで平和学習平和学習平和学習平和学習～～～～    

１１月１６日（火）～１９日（金）の４日間、２年生は沖縄への修学旅行に出かけます。１日目は「首里城公園」

を訪れ、夜に語り部さんからの戦争体験講話を聞きます。２日目には午前中「沖縄平和祈念公園」、「ひめゆりの塔」

を訪れて平和学習を行い、午後には「おきなわワールド」を訪れて文化体験等を行います。３日目はコース別に分か

れて、マリンスポーツや文化体験などを行った後、「沖縄美ら海水族館」を見学します。最終日は国際通りで自主研

修を行い、学校に帰ってくる予定となっています。 

 

 

 


