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学び、食べ、楽しんだ沖縄修学旅行 
   

１１月１６日（水）～１９日（土）の４日間、２年生１００名が沖縄への修学旅行に参加しました。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（８３）さんから生々しい戦争体験の話をお聞きするとともに、「海

軍司令部壕」、「平和の礎」、「沖縄県平和祈念資料館」、「ひめゆりの塔」、「ひめゆり平和祈念資料館」を訪

れ、戦争の悲惨さや平和であることの大切さを改めて実感しました。第２日目の「おきなわワールド」で

は、８９０ｍも続く玉泉洞を体験したり、ハブのショーや迫力のあるスーパーエイサーを鑑賞することが

できました。「道の駅かでな」では、広大な嘉手納基地を間近に見ることができ、沖縄における基地の実

態の一部を感じることができました。第３日目の「ムーンビーチでの体験学習」では、待望の体験を行う

ことができ、沖縄のきれいな海に感動するなど大きな満足を得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「オキちゃん劇場」でのイルカショーを

鑑賞して楽しむことができました。第４日目の「国際通りでの自主研修」では、あいにくの雨模様ではあ

りましたが、グループ別に３時間２０分近くショッピングを楽しむことができました。 

参加した生徒の皆さんは、４日間をとおしてしっかり学び、しっかり食べ、しっかり楽しめた旅となっ

たのではないでしょうか。この体験を、今後の人生に活かしていってくれるものと期待しています。  
                                                      

 

 

 

修学旅行を体験した生徒にインタビューしました・・・ 

 
Ｑ一番心に残っていることは何ですか。 

「実際に戦争を体験された語り部さんの話を聞けたことが一番印象に残っています。」 

Ｑ楽しかったことは何ですか。 

「全体的に楽しかったが、国際通りでみんなとお土産を買うのが楽しかったです。」 

Ｑ修学旅行で何を学びましたか。 

「沖縄の戦争の悲惨さや、友だちとの集団生活の大切さを学んだと思います。」 

平成２３年１１月３０日 

  No.８９ 

ひめゆりの塔で祈りをささげる 

マリンスポーツ（ナップ島にて） 

インタビューを受ける大西くん（Ｅ２） 

(2年団主任 山本 卓) 
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サイエンスフェスタ開催！『 ものづくり 』を堪能 
 

１１月１９日（土）に“サイエンスフェスタ イン 三豊工”が開催され、近隣の幼稚園、小学校、中学校から児童、

生徒、保護者合わせて２５０名余りの方が来校されました。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」等の実演が、各会場では「ねじ切り体験」、「不思議な音で遊ぼう」、「メロディおもちゃづくり」、「発泡入

浴剤づくり」などのものづくり体験が行われました。訪れた子どもたちは楽しそうに「ものづくり」に取り組み、完

成した作品をうれしそうに持ち帰りました。                （サイエンスフェスタ係 大西俊二） 

 

 

 

 

 

 

 
 
サイエンスフェスタで指導した生徒にインタビューしました・・・ 
 
Ｑ.一番印象に残っていることは何ですか。 
「子供の相手をするのが楽しかったです。」（Ｏ１大岡くん） 
Ｑ何が大変でしたか。 
「準備段階でせっけんやロウを削るのが案外と大変でした。」（Ｏ１田岡くん） 
Ｑサイエンスフェスタを通して何を学んでもらえたと思いますか。 
「ものを作ることの楽しさと大変さ」（Ｏ１大岡くん） 
Ｑ次のサイエンスフェスタではどこを工夫すればよいと思いますか。 
「準備を早くして、飾り付けを豪快にしたらよいと思います。（Ｏ１田岡くん） 
Ｑ一番苦労したのは。 
「子供たちが自分のところへたくさん来すぎて、相手をするのが大変でした。」
（Ｏ１田岡くん） 

 

 

◇人権週間〔12月 4日（日）～10日（土）〕 

 

◇人権映画上映会〔12月 9日（金）〕 
今年も『人権週間』が近づいてきました。世界人権宣言が国際連合総会で採択された 12 月 10 日を記念し、12

月4日から10日までの一週間を『人権週間』と定めています。そして、日本では毎年この期間に、講演会の開催や

街頭啓発などを実施しています。本校ではこれに先立って、11 月 2８日に喜岡淳さん（香川人権研究所事務局長・

理事）をお迎えして、人権講演会（３年ＬＨＲ）を行いました。ユニバーサルデザイン的な生き方についての喜岡さ

んのお話は、生徒たちの心にも響いたのではないかと思います。また、12月９日（金）の人権映画上映会では、『お

にいちゃんのハナビ』を上映する予定にしています。この映画は、引きこもっていた兄が、白血病が再発した妹のた

めにハナビを打ち上げるお話で、実際にあった話を元にしています。その片貝まつりでの花火は新潟県で毎年、9 月

の９，１０日に行われています。若手俳優もたくさん出ている作品ですので、ぜひ楽しみにしてください。保護者の

方も参加可能ですので、ふるってご参加ください。             （人権・同和教育係主任 小野紳三） 

本校生徒にインタビューする新聞写真部

の垣見くん（Ｏ１） 



おめでとう！！ 
■第67回香川の発明くふう展  

観音寺市長賞 作品「 Let’s プッシュ de トレーニング 」 電子科３年 請川大貴・藤村雄貴 

 

 香川県産業教育振興会 会長賞 作品「 音遊び一号・二号 」 電子科３年 石川達也・小野 翼 

 

■第19回全国高校生ロボット競技大会 香川県予選 優勝  進学コース３年 瀧川裕太 

            〃  森 壮広 

            〃  豊田邦男 

 

       準優勝  進学コース３年 髙橋孝朋 

            〃  藤川正彦 

            〃  合田孝嗣 

 

■第23回全日本ロボット相撲全日本の部 全国大会出場選手 

ラジコン型 メカトロ部  電子科３年 西谷信誉 

〃  三谷勇人 

機械科２年 鍛谷嘉人 

電気科２年 吉田勇也 

機械科１年 小西啓照 

電気科１年 石川瑛丈 

〃  河田健太 

電子科１年 細川和輝 

           

自立型     電気科１年 野田耕平 

 

■第14回マイコンカーラリー四国大会  第２位 メカトロ部 電子科３年 西谷信誉 

     第６位     〃  白川貴也 

 
 
 
昭和４９年度（１９７４年度） 
 

 

 木川泰弘選手に東京運動記者クラブより陸上新人賞が授与される。 

 

陸上部の歴史をひもとくと、学校創立の年（昭和37年）に発足し、

第1回卒業の青木英雄選手が全国インターハイのやり投げで三位に入

賞したとしるされている。 

初の全国入賞のあとをついで指導にあたられた詫間茂先生（在職Ｓ

４５年～６３年）は、本校棒高跳生みの親であり、昭和47年第11回卒

業の小西清隆選手を擁しての全国インターハイ2位入賞を皮切りに、

その後もこの種目において全国に類をみない足跡を残されている。開

校当時は、グランドもなく近くの小学校の運動場を借りての練習であ

ったこと、その後グランドの改修が進みはしたものの、整備に追われ

多くの練習時間を割いたことなどの苦労話が、今も語り継がれている。

そうした中、手作りで練習道具を工夫し、年々設備を充実させていっ

たことも忘れられない。こうした先生方や先輩たちの努力が、陸上部

の伝統を築きあげていったと言えよう。 



２３年２３年２３年２３年 12月12月12月12月 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 木 午前中授業 (金曜日の授業 1～4限 ～12:30)(金曜日の授業 1～4限 ～12:30)(金曜日の授業 1～4限 ～12:30)(金曜日の授業 1～4限 ～12:30) 食堂営業食堂営業食堂営業食堂営業 生徒の職員室入室禁止

２ 金 期末考査期末考査期末考査期末考査 食堂休業～12/7

３ 土 危険物取扱者試験(乙４類） 第一種及び第二種電気工事士試験（実技試験，高松）

４ 日 危険物取扱者試験(乙４類以外）

５ 月 期末考査期末考査期末考査期末考査

６ 火 期末考査期末考査期末考査期末考査

７ 水 期末考査期末考査期末考査期末考査 ３限：防災訓練３限：防災訓練３限：防災訓練３限：防災訓練 表彰状伝達式・壮行会(防災訓練後)表彰状伝達式・壮行会(防災訓練後)表彰状伝達式・壮行会(防災訓練後)表彰状伝達式・壮行会(防災訓練後)

８ 木 平常授業1～6限 食堂営業再開～12/21 課題研究発表会(5,6限：Ｅ科)課題研究発表会(5,6限：Ｅ科)課題研究発表会(5,6限：Ｅ科)課題研究発表会(5,6限：Ｅ科)

９ 金 平常授業1～6限 人権映画教室（234限:～12:20)人権映画教室（234限:～12:20)人権映画教室（234限:～12:20)人権映画教室（234限:～12:20) パソコン検定(放課後) (進課)

１０ 土 かがわ産業教育フェア(ｻﾝﾎﾟｰﾄﾎｰﾙ高松)

１１ 日 ３級電気機器組立技能士講習会(本校)

１２ 月 午前中授業（①～④：3456限～12:30) 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(3564限4限4限4限) (進課)

１３ 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

１４ 水 ｸﾗｽﾏｯﾁ予備日 ＳＣＳＣＳＣＳＣ (進課)

１５ 木 保育実習（Ｏ１後半：①②）

１６ 金 ＰＴＡ(三者）懇談会 (進課)

１７ 土 第２１回産業教育ﾌｪｱ（高校生ﾛﾎﾞｯﾄ競技：鹿児島）

１８ 日 全日本ロボット相撲全国大会(両国国技館)

１９ 月 交通講話④交通講話④交通講話④交通講話④(3564限LHR4限LHR4限LHR4限LHR) 諸費口座引落諸費口座引落諸費口座引落諸費口座引落 (進課)

２０ 火 進学説明会(2年，13:30～ 保護者参加)進学説明会(2年，13:30～ 保護者参加)進学説明会(2年，13:30～ 保護者参加)進学説明会(2年，13:30～ 保護者参加)

２１ 水 進学説明会(1年，13:30～ 保護者参加)進学説明会(1年，13:30～ 保護者参加)進学説明会(1年，13:30～ 保護者参加)進学説明会(1年，13:30～ 保護者参加) ＳＣＳＣＳＣＳＣ (進課)

２２ 木 生徒会役員任命式・終業式・大掃除 LHR

２３ 金 天皇誕生日 ３級機械検査技能士講習会(9:00～多度津高)

２４ 土

２５ 日 冬季休業日冬季休業日冬季休業日冬季休業日

２６ 月

２７ 火

２８ 水

２９ 木

３０ 金

３１ 土

食堂営業(～12/1,8～21)食堂営業(～12/1,8～21)食堂営業(～12/1,8～21)食堂営業(～12/1,8～21) 三工杯ソフトボール大会(放課後)

２学期再考査１／５，６ ＳＣＳＣＳＣＳＣ：スクールカウンセラー来校１２：４０～１６：４０：スクールカウンセラー来校１２：４０～１６：４０：スクールカウンセラー来校１２：４０～１６：４０：スクールカウンセラー来校１２：４０～１６：４０
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