
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 水 表彰状伝達式・壮行会表彰状伝達式・壮行会表彰状伝達式・壮行会表彰状伝達式・壮行会                 生徒職員室入室禁止 

２ 木     

３ 金 社会人招聘事業(5,6限:E2) 

４ 土 危険物取扱者試験（乙４）    

５ 日 第一種電気工事士試験（技能試験） 危険物取扱者試験（乙４以外）             

６ 月 午前中授業(3限～6限)                               ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日 

７ 火 期末考査期末考査期末考査期末考査                                           

８ 水 期末考査期末考査期末考査期末考査    

９ 木 期末考査期末考査期末考査期末考査                                                        

１０ 金 期末考査期末考査期末考査期末考査 防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練(3(3(3(3 限限限限))))    

１１ 土 ３級機械検査技能士講習会(本校)        ３級電気機器組立技能士講習会(本校)                 

１２ 日                    

１３ 月 人権映画教室（人権映画教室（人権映画教室（人権映画教室（234234234234 限限限限))))  パソコン検定(15:10～)   ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日    (進課) 

１４ 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         午前中授業(①～④:3456限)   

１５ 水                              三工杯ソフトボール大会(放課後)   (進課) 

１６ 木                                              

１７ 金                                                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 

１８ 土                                                                                  

１９ 日                                     全日本ロボット相撲全国大会(両国国技館) 

２０ 月 生徒会役員選挙④（生徒会役員選挙④（生徒会役員選挙④（生徒会役員選挙④（3563563563564444限限限限））））                      ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日      (進課) 

２１ 火 交通講話④交通講話④交通講話④交通講話④(6(6(6(6 限限限限))))        ２年生進学説明会２年生進学説明会２年生進学説明会２年生進学説明会(13:30(13:30(13:30(13:30～希望生徒～希望生徒～希望生徒～希望生徒,,,,保護者）保護者）保護者）保護者） 

２２ 水                                                             １年生進学説明会１年生進学説明会１年生進学説明会１年生進学説明会(13:30(13:30(13:30(13:30～希望生徒～希望生徒～希望生徒～希望生徒,,,,保護者）保護者）保護者）保護者）     

２３ 木 天皇誕生日天皇誕生日天皇誕生日天皇誕生日                                

２４ 金 大掃除・終業式・壮行会・LHR                      

２５ 土                                              冬季休業日(1/10まで) 

２６ 日                                                                 

２７ 月                                                                 

２８ 火                                                                 

２９ 水                                                                 

３０ 木                                                                 

３１ 金  

食堂営業(～12/6,13～22)  壮行会  三者懇談会（該当生徒・保護者三者懇談会（該当生徒・保護者三者懇談会（該当生徒・保護者三者懇談会（該当生徒・保護者 12/2012/2012/2012/20～～～～24)24)24)24)  

2222 学期再考査学期再考査学期再考査学期再考査(1/5,6)(1/5,6)(1/5,6)(1/5,6)    3学期始業式(1/11：頭髪・服装検査)   

 

３学期の主な行事（予定） 

☆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   ☆2/4(金)標準テスト           
☆３年生☆３年生☆３年生☆３年生    卒業考査卒業考査卒業考査卒業考査(2/3(2/3(2/3(2/3～～～～2/82/82/82/8）））） 3年生家庭学習開始（2/14～）  

       ３年生：登校日（2/21）卒業式予行・表彰式・記念品贈呈式同窓会入会式等(2/28)                                     

☆２年生 インターンシップ（2/8～2/10） 

☆第４回☆第４回☆第４回☆第４回    ＰＴＡ役員会・理事会（２月１０日（木）ＰＴＡ役員会・理事会（２月１０日（木）ＰＴＡ役員会・理事会（２月１０日（木）ＰＴＡ役員会・理事会（２月１０日（木）18:3018:3018:3018:30～）～）～）～） 

☆第４７回☆第４７回☆第４７回☆第４７回    卒業式（３月１日（火）卒業式（３月１日（火）卒業式（３月１日（火）卒業式（３月１日（火）10:0010:0010:0010:00～）～）～）～）   

☆１，２年生☆１，２年生☆１，２年生☆１，２年生    学年末考査（学年末考査（学年末考査（学年末考査（2/282/282/282/28～～～～3/43/43/43/4））））    終業式 ３月１８日（金） 
 



                    

                    

ホームページ  http://www.kagawa

連絡・お知らせ用 http://www.kagawa

 

人権同和教育部より人権同和教育部より人権同和教育部より人権同和教育部より
    
◇人権週間〔◇人権週間〔◇人権週間〔◇人権週間〔12121212 月月月月 4444 日（土）～日（土）～日（土）～日（土）～
    
◇人権映画上映会〔◇人権映画上映会〔◇人権映画上映会〔◇人権映画上映会〔12121212
    
    

みなさんは「人権」と聞いて

障害者問題、はたまた外国人差別

究などの時間を通じて製作してきた

か。人それぞれにぱっと浮かぶイメージは

の人権問題が残っています。「人権

です。私たちは、いまだに残る人権問題

を深め、人権尊重の精神に立って

 このような観点から、世界人権宣言

で採択された１９４８年 12 月

4 日から 10 日までの一週間を

います。そして、日本では毎年

開催や街頭啓発などを実施しています

に先立って、11 月 24 日に毛利公一

人ラーフ理事長）をお迎えして

した。毛利さんの講演題でもある

にあきらめない、夢を持つことが

は、生徒たちの心にも響いたのではないかと

また、12 月 13 日（月）の人権映画上映会

映画「インビクタス～負けざる

予定です。この映画は、今年のサッカーワールドカップの

大統領になったネルソン・マンデラが

し、国の恥とまで言われた南ア

出演はモーガン・フリーマン、

ラグビー部が活躍している本校

スポーツのすばらしい感動が融合

ください。保護者の方も視聴可能

  

 

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

 

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

                    TEL (0875)52-3011   

http://www.kagawa-edu.jp/mitokh01/    E-mail mitokh01@kagawa

http://www.kagawa-edu.jp/mitokh02/（携帯電話からご覧

人権同和教育部より人権同和教育部より人権同和教育部より人権同和教育部より    人権・同和教育部主任人権・同和教育部主任人権・同和教育部主任人権・同和教育部主任

日（土）～日（土）～日（土）～日（土）～10101010 日（金）〕日（金）〕日（金）〕日（金）〕        

12121212 月月月月 13131313 日（月）〕日（月）〕日（月）〕日（月）〕    

いて、まずどんなことをイメージされますか

外国人差別の問題や、同和問題などでしょうか。いやいや

してきた、ユニバーサルデザインの視点に立った

かぶイメージは異なると思いますが、私たちの

人権」とは、人間らしい幸せな生活を営むのに

人権問題の早期解決を図るため、一人ひとりが

って行動することが大切です。 

世界人権宣言が国際連合総会 

月 10 日を記念し、12 月 

を『人権週間』と定めて 

毎年この期間に、講演会の 

しています。本校ではこれ 

毛利公一さん（ＮＰＯ法 

えして、人権講演会を行いま 

でもある「よく生きる」ため 

つことが大切であるとのお話 

いたのではないかと思います。 

人権映画上映会では、 

けざる者たち～」を上映する 

のサッカーワールドカップの舞台になった南

になったネルソン・マンデラが、国を一つにするためにラグビーのワールドカップを

ア代表チームを初出場初優勝に導いた実話

、マット・デイモン、監督は、クリント・イーストウッドです

本校での上映で、人種問題とラグビーという

融合した作品ですので、ぜひ楽しみにして

視聴可能ですので、どうぞご来校ください。 

平成２２年１２月

No.No.No.No.

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    

 

観音寺市大野原町大野原 5537番地   

   FAX (0875)52-3012   

mitokh01@kagawa-edu.jp 

（携帯電話からご覧になれます） 

 

人権・同和教育部主任人権・同和教育部主任人権・同和教育部主任人権・同和教育部主任    小野小野小野小野    紳三紳三紳三紳三    

まずどんなことをイメージされますか？「いじめ」問題、 

いやいや、本校が課題研

った作品のことでしょう

たちの周りにはいまだに多く

むのに必要な権利のこと

ひとりが正しい理解と知識

南アフリカで、初の黒人

つにするためにラグビーのワールドカップを開催

実話を映画化したものです。

クリント・イーストウッドです。 

とラグビーという 

しみにして 

平成２２年１２月 １日 

No.No.No.No.７７７７７７７７    

 

 



サイエンスフェスタで「ものづくり」を体験 

 １０月３０日に「サイエンスフェスタ イン 三豊工」を開催したところ、近郊の幼稚園、小学校、中学校から

児童・生徒・保護者合わせて約２００名の来校者がありました。体育館ではメカトロ部による「相撲ロボット」、

「マイコンカー」の実演を見学、機械科「文鎮」、電気科「メロディおもちゃづくり」、電子科「いらいら棒」、

理科「人工イクラ」などを製作しました。製作した作品は持ち帰ることができ、訪れた児童たちは楽しそうに「も

のづくり」を体験しました。 

 

                          

 

 

 

 

 

 

    

充実感のあ充実感のあ充実感のあ充実感のあった沖縄修学旅行った沖縄修学旅行った沖縄修学旅行った沖縄修学旅行    

 

 １１月１６日（火）～１９日（金）の４日間、修学旅行で２年生全員の９８名が沖縄へ行ってき

ました。第 1日目の「首里城公園」では、世界文化遺産に触れることができました。第１日目から

第２日目にかけての平和学習では、語り部の長田勝男（８２）さんから生々しい戦争体験の話をお

聞きするとともに、「平和の礎」、「沖縄県平和祈念資料館」、「壕（Ｍ：ヌヌマチガマ、ＥＯ：クラ

シンジョウ）」、「ひめゆりの塔」、「ひめゆり平和祈念資料館」を訪れ、人を人でなくする戦争の悲

惨さと平和の大切さを改めて考えさせられました。第２日目の「おきなわワールド」では、８００

ｍも続く玉泉洞を体験したり、迫力のあるスーパーエイサーを鑑賞しました。また、「道の駅かで

な」では、嘉手納基地から飛び立つ給油機や戦闘機を間近に見て、その爆音を体感するとともに基

地の広大さを実感しました。第３日目の「ムーンビーチでの体験学習」では、待望のマリンスポー

ツを好天のもとで行うことができ、沖縄のきれいな海に感動しました。日本でのパイナップル園発

祥の地である「伊豆味パイン園」では、沖縄に生息するハブやマングースを身近に見ることができ

ました。「海洋博公園」では、「沖縄美ら海水族館」で巨大な水槽を泳ぐ大きなジンベエザメやマン

タと出会い、「オキちゃん劇場」でイルカショーを楽しみました。第４日目の「国際通りでの自主

研修」では、班別に観光や昼食、ショッピングを楽しみました。４日間を通して、しっかり食べ、

しっかり楽しめた旅でした。 

 

 

  



第１３回ジャパンマイコンカーラリー四国大会について第１３回ジャパンマイコンカーラリー四国大会について第１３回ジャパンマイコンカーラリー四国大会について第１３回ジャパンマイコンカーラリー四国大会について

 １１月２３日（火）本校において、四国四県の工業高校

回ジャパンマイコンカーラリー四国大会が開催されました。

本校からは Advanced Classに 9台、

寺拳法部、電子技術部、放送部の生徒たちが会場準備や大会運営に協力してくれました。

大会では本大会に向けて調整したマイコンカーを順調に走らせ、上位に入賞することができました。今大会の

結果により、電子科 2 年 西谷信誉君と進学コース

情報高等学校で開催されるジャパンマイコンカーラリー全国大会に出場

 

    

ソフトテニスソフトテニスソフトテニスソフトテニス部部部部 団体戦    １回戦

               ２回戦

卓卓卓卓    球球球球    部部部部   団体戦    ２回戦

３回戦

４回戦

    

少林寺拳法少林寺拳法少林寺拳法少林寺拳法部部部部  団体演武の部   

有段組演武の部  

        規定組演部の部  

                 

        自由単独演武の部 

        総合の部     

    

弓弓弓弓    道道道道    部部部部   団体戦       

                     

    

ラグビーラグビーラグビーラグビー部部部部  準優勝    １回戦

              決 勝

 

バスケットバスケットバスケットバスケット部部部部        ２回戦

 

 

第１３回ジャパンマイコンカーラリー四国大会について第１３回ジャパンマイコンカーラリー四国大会について第１３回ジャパンマイコンカーラリー四国大会について第１３回ジャパンマイコンカーラリー四国大会について

１１月２３日（火）本校において、四国四県の工業高校 13 校から、110 台のマイコンカーが参加し、第１３

回ジャパンマイコンカーラリー四国大会が開催されました。 

、Basic Classに 4台が参加しました。また、バスケットボール部、少林

寺拳法部、電子技術部、放送部の生徒たちが会場準備や大会運営に協力してくれました。

大会では本大会に向けて調整したマイコンカーを順調に走らせ、上位に入賞することができました。今大会の

信誉君と進学コース 3 年 村上大吉君が平成 23 年 1 月

で開催されるジャパンマイコンカーラリー全国大会に出場することができます

 

    新人戦新人戦新人戦新人戦・・・・選抜等選抜等選抜等選抜等のののの結果結果結果結果        

回戦  三豊工高 ３対０ 飯 山 

回戦   〃   ０対３ 尽 誠     

回戦  三豊工高 ３対０ 観音寺中央 

回戦   〃   ３対２ 坂出工業 

回戦   〃   １対３ 高松中央    

   第２位（石川達・丸岡・細川・鎌倉・高橋

 優 勝   石川 達也（O2）   鎌倉

 第３位   曽根 大貴（E1）   高橋

 第４位   中内  圭（O1）   宮武

 第３位   丸岡 亮介（O2） 

     第２位   三豊工高 

  第５位 （石田・守谷・礒野・政岡・藤田

             １月３０日に行われる阿讃大会に

回戦  三豊工高 １１対 ５ 坂出工業 

勝   〃    ７対４３ 高松北   

回戦  三豊工高 ７２対９５ 小豆島 

第１３回ジャパンマイコンカーラリー四国大会について第１３回ジャパンマイコンカーラリー四国大会について第１３回ジャパンマイコンカーラリー四国大会について第１３回ジャパンマイコンカーラリー四国大会について    

台のマイコンカーが参加し、第１３

また、バスケットボール部、少林

寺拳法部、電子技術部、放送部の生徒たちが会場準備や大会運営に協力してくれました。   

大会では本大会に向けて調整したマイコンカーを順調に走らせ、上位に入賞することができました。今大会の

月 9 日(日)に北海道札幌国際

ができます。 

 

    

     ベスト１６    

    ベスト ８ 

高橋・曽根・石川広・宮武） 

鎌倉  亮（O1） 

高橋 知也（O1） 

宮武 峻大（O1） 

藤田） ２２中／４０射 

に出場決定！！（in 徳島） 

    

 

 


