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人権映画上映人権映画上映人権映画上映人権映画上映    「おにいちゃんのハナビ」「おにいちゃんのハナビ」「おにいちゃんのハナビ」「おにいちゃんのハナビ」

※ 公式ホームページ｢おにいちゃんのハナビ｣

 

12 月 4 日から 12 月 10 日は人権週間で

いて世界人権宣言が採択されたことを記念して

最終日とする 1 週間（12 月 4 日-12 月

昨年の12 月9 日，人権の大切さについての理解

た。映画からは，｢人は一人では生きていけず

ひしと伝わってきました。会場となった体育館は感動に包まれました。

生徒の感想文からも， 

｢誰かのために何かをすることの大切さを学んだ｣

｢人は一人では生きてはいけないので

｢命の大切さをよりいっそう学ぶことができた｣

などの思いを読み取ることができました。感じ方は

徒のみなさんに十分伝わったのではないでしょうか。

 

 

 

 

 

 

上映前の様子  ２０１１

 

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 TEL (0875)52-3011 

edu.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.kagawa-edu.jp/mitokh01/
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「おにいちゃんのハナビ」「おにいちゃんのハナビ」「おにいちゃんのハナビ」「おにいちゃんのハナビ」 

｢おにいちゃんのハナビ｣より http://hanabi-ani.jp/ 

日は人権週間です。人権週間は，1948 年 12 月 10 日の国際連合第

いて世界人権宣言が採択されたことを記念して，1949 年に法務省と全国人権擁護委員連合会が

月 10 日）として定められました。 

についての理解を深めようと，映画｢おにいちゃんのハナビ｣が上映されまし

人は一人では生きていけず，誰かのために頑張ることがとても大切である

ひしと伝わってきました。会場となった体育館は感動に包まれました。 

｢誰かのために何かをすることの大切さを学んだ｣ 

｢人は一人では生きてはいけないので，周りの人や友達との関係を多く作ったほうがいい｣

｢命の大切さをよりいっそう学ぶことができた｣ 

などの思いを読み取ることができました。感じ方はそれぞれ異なるかもしれませんが

に十分伝わったのではないでしょうか。 
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日の国際連合第 3 回総会にお

年に法務省と全国人権擁護委員連合会が 12 月 10 日を

映画｢おにいちゃんのハナビ｣が上映されまし

誰かのために頑張ることがとても大切である｣ということがひし

周りの人や友達との関係を多く作ったほうがいい｣ 

それぞれ異なるかもしれませんが，この映画の趣旨は生

年１月１０日 
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平成平成平成平成２２２２４４４４年年年年                                                    行事予定表行事予定表行事予定表行事予定表    

あけましておめでとうございますあけましておめでとうございますあけましておめでとうございますあけましておめでとうございます    
　日　日　日　日 曜曜曜曜 行　　　　　　　　　　　　　　　事行　　　　　　　　　　　　　　　事行　　　　　　　　　　　　　　　事行　　　　　　　　　　　　　　　事

1111 日日日日 元旦

2222 月月月月

3333 火火火火

4444 水水水水

5555 木木木木 2学期再考査(8:40～)

6666 金金金金 2学期再考査(8:40～)

7777 土土土土

8888 日日日日

9999 月月月月 成人の日　　　　　　　　ジャパンマイコンカーラリー全国大会(札幌)

10101010 火火火火 始業式・服装検査・大掃除

11111111 水水水水 食堂営業開始                                         SC   (進課)

12121212 木木木木

13131313 金金金金 選択科目等調査(1，2年　提出期限1/30)                      (進課)

14141414 土土土土

15151515 日日日日 高校生ロボットアメリカンフットボール全国大会香川県予選(本校)

16161616 月月月月 　　                                                      (進課)

17171717 火火火火 進学ガイダンス(放課後：1，2年　図書室・多目的室)
社会人講師講話(2，3限　O1)

18181818 水水水水 　　                                                 SC   (進課)

19191919 木木木木 第4回ちょボラ・クリーンアップ活動(15:10～)

20202020 金金金金 情報技術検定(放課後)　　英語検定(放課後)　　　　　　　　　(進課)
工業系高校生徒研究成果発表会(高松工芸高)

21212121 土土土土

22222222 日日日日 3級機械検査技能士学科試験(多度津高)
技能検定電気機器組立(シーケンス制御)試験学科(高松)

23232323 月月月月 　　                                                      (進課)

24242424 火火火火

25252525 水水水水 卒業考査時間割発表             　　　　　　　　　　　SC 　(進課)

26262626 木木木木

27272727 金金金金 課題研究発表会(1，2限：M3　多目的室)　                    (進課)

28282828 土土土土

29292929 日日日日

30303030 月月月月 　　                                                      (進課)

31313131 火火火火

SC：スクールカウンセラー来校　12:40～16:40

生徒の職員室入室禁止

諸費口座引落し

 

２月の主な行事（予定） 
 

１年レディネステスト説明会  校歌練習(1，2 年)   

１１１１月月月月    

読書週間 

冬季休業日 



三豊工３連覇！ －－－－ロボット相撲全国大会ロボット相撲全国大会ロボット相撲全国大会ロボット相撲全国大会 
１２月１８日（日），第 2３回全日本ロボット相撲全国大会が東京の両国国技館で開催されまし

た。この大会で電気科 2 年の吉田勇也君がラジコン型で頂点に立ちました。これでメカトロ部は 3

年連続優勝の快挙を果たしました。優勝した吉田君は， 

｢毎日の 5時間近い練習が実った。来年も行けるよう頑張っていきたい｣ 

と喜びをかみしめていました。指導に当たった松村先生は， 

｢厳しい戦いだったが優勝で締めくくれてよかった。練習した成果が実った。これからも 1 年生

や同級生がもっと頑張ってくれることを期待しています｣ 

 と，結果を喜ぶとともにすでに意識は次の大会へと向かっている様子です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでロボット技術を研究し，進化し続けてきたメカトロ部。これからもさらなる進化を遂げ

ていくことでしょう。 

 
 
クラスマッチ，三工杯ソフトボール大会開催  
－－－－クラスマッチ総合優勝クラスマッチ総合優勝クラスマッチ総合優勝クラスマッチ総合優勝２年２年２年２年電気科電気科電気科電気科！！！！三工杯優勝三工杯優勝三工杯優勝三工杯優勝インディアンズインディアンズインディアンズインディアンズ    ！！！！！！！！ 

１２月１３日（火）にクラスマッチが，１２月１６日（金）と１９日（月）の放課後に三工杯ソ

フトボール大会が開催されました。クラスマッチは卓球，サッカー，バスケットボール，ドッヂボ

ールの４種目で熱戦がくり広げられ，競われました。２学期の体育祭に引き続き，電気科 2 年が総

合優勝を果たしました。 

三工杯ソフトボール大会は，毎年有志でチームを結成し，優勝を目指します。今年は職員チーム

を含めた７チームが参加しました。決勝戦は，電気科３年で結成されたインディアンズが１２－１

で職員チームを下し，優勝を果たしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表彰を受ける吉田君の様子 メカトロ部 全員集合 

クラスマッチ総合優勝の電気科２年 ソフトボール大会優勝のインディアンズ 



生徒会役員選挙 －－－－新役員が決定新役員が決定新役員が決定新役員が決定！！！！ 
１２月１２日（月），平成 24 年の役員を決める生徒会役員選挙が行われ，以下の 6 名が新役員

に決定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どの候補者からも，強い信念が感じられるとてもよい演説が聞かれました。これからの三豊工業

高校をよりよくしていくために，精一杯生徒会活動を行ってくれることを期待しています。 

 

  昭和５８年度 
 

 

  積雪のため臨時休業積雪のため臨時休業積雪のため臨時休業積雪のため臨時休業    ((((屋上で積雪２５ｃｍ屋上で積雪２５ｃｍ屋上で積雪２５ｃｍ屋上で積雪２５ｃｍ))))    
地球規模で温暖化が起こっている影響か，香川では降雪はあっても積雪はとても珍しいものに

なってきているような気がする。 

今から２８年前の昭和５９年１月３１日，本校は積雪のため臨時休校となった。当時三豊工業

に勤めていた本校職員から，｢大雪のため学校へ出てこられない職員がいた｣｢雪で滑って校門か

ら車が出せなかった｣等の苦労話が聞けた一方，下の写真にあるように，｢中庭がとても綺麗だっ

た｣というような美しいエピソードも聞かれた。 

温暖化が問題になっている現在ではなかなかこのような光景は見られなくなった。しかし本校

には，自然の偉大さを感じさせる歴史が刻まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三豊工高 30 周年記念誌より) 

 
記録的な大雪 (昭和 59 年 1月 31 日) 

 
当時の生徒の様子 

(昭和 59 年 1月 31 日) 

奉仕部長候補の演説 会長候補の応援演説 

生徒会長  機械科２年  石田 健人 

 副会長  電子科２年  森  公貴 

総務部長  電気科２年  白川 雄規 

文化部長  電子科２年  横山 裕也 

体育部長  電子科１年  垣見 宜男 

奉仕部長  電子科２年  近藤  奏 


