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五十周年記念式典を前にして 
 

校 長  渡 邉  究 

 
 

 

 本校にとって、本年は創立５０周年という記念

すべき年です。また、本号は、平成１６年４月の

創刊以来、第１００号の節目となります。記念式

典を前にして、記念事業のいくつかを振り返って

みたいと思います。 

 職員室は一つ：創立間もない本校に勤務された

先生方にお集まりいただき、座談会を開きました。

話題の一つに、創立当初より職員室が１か所で、

専門科(機械、電気、電子)、普通科の別なく、教

職員、生徒一丸となって学校を創っていったこと

が挙げられました。当時の息吹と熱い思いが語ら

れました。現在も職員室は一つ。詳しくは記念誌

をお読みください。 

 Ｍ・Ｅ・Ｏ、さわやかな汗：体育祭は、オール

スターリレーに始まり、本校の特色種目、ドーナ

ツ取りや降ろしません勝つまではなどに、各クラ

ス、学科が団結し、心地よい春風の中、さわやか

な汗をかいた一日でした。 

人文字とメモリアルボード：生徒会の発案で、

人文字、メモリアルボードを作りました。人文字

は、全校生徒、教職員によるもので、正門ピロテ

ィ前で写真撮影しました。記念クリアファイルに

して生徒全員に渡します。ボードは、鋳造や切削

など様々な加工技術を駆使して、生徒会役員、機

械技術部員などの生徒や教職員の協力を得て製

作したものです。他校ではまねのできないものに

なっています。正門横に設置していますので、ぜ

ひご覧ください。 

 
シンボルマーク 

 

 

 為せば成る！：ラグビー元日本代表の大畑大介

さんは、自分を信じて頑張れば必ず目標は実現す

ること、そして、こうなりたいと思うものにチャ

レンジすることの大切さを生徒に訴えました。け

がをしていてもグランドに立てば、１００％のプ

レーをすることが相手に対する礼儀だとも言っ

ていました。講演後、ラグビー部員を激励しまし

た。めざせ！！花園。 

 感謝と協力：第２４回全日本ロボット相撲四国

大会を本校体育館で開催しました。これは、これ

までロボット相撲を支えてこられた皆様に感謝

するとともに、保護者や地域の皆さんに直接、ロ

ボット力士のスピードや迫力を体感してほしい

という思いからです。地元場所で意気込むメカト

ロ部員は、緊張感の中、全国大会への切符を手に

しました。また、前日準備から当日の競技進行ま

で、審判員や大会事務局の指導のもと、多くの生

徒、教職員の協力で、素晴らしい大会運営ができ

ました。 

 この他にも、恒例の持久歩大会が行われました。

３５回の節目の大会となりました。ＰＴＡ役員を

はじめ保護者の皆さんには、いっしょに歩いたり、

関門、給水所での接待などお世話になり、ありが

とうございました。 

 いよいよ１０月２７日には記念式典、２８日は

記念三豊工祭が開催されます。式典では、本校５

０年の歴史と伝統の重みを噛みしめ、これからの

「三豊工ものづくり教育」を再認識していきたい

と考えています。三豊工祭では、生徒たちが日頃

の学習成果を発表するとともに、楽しく賑やかな

クラス展示や出し物などを用意していますので、

ぜひご来場ください。 

テーマ  

  三豊工５０年 つなげ技と心 

平成２４年１０月２６日 

  No.１００ 

香川県立三豊工業高等学校 



 

平成２４年                 行事予定表 

 
 

 

 

  ☆12/3(月)～12/6（木）期末考査  ☆12/11（火）ｸﾗｽﾏｯﾁ ☆12/21（金）終業式 

  ★進学説明会（対象：希望生徒・保護者）２学年：12/18 ,1学年：12/19 

  ★ＰＴＡ懇談会（対象：一部生徒・保護者）12/17（月）～12/21（金） 

  ☆人権映画教室 12/20(木) ★危険物取扱者試験 12/1・2 ★パソコン検定12/14 

 

日 曜 行 事

朝礼・安全の日１ 木

２ 金 香川県高等学校総合文化祭総合開会式(13:00ｱﾙﾌｧあなぶきﾎｰﾙ)(進課)第２回漢字検定(15:20～)

文化の日３ 土

４ 日

５ 月 (進課)ＳＣ

第３回英語小テスト６ 火

７ 水 (進課)

８ 木

９ 金 (進課)

１０ 土 全国産業教育フェア岡山大会２０１２ かがわけん科学体験ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(香川大)

１１ 日

１２ 月 (進課)ＳＣ

修学旅行(2年生；沖縄)１３ 火

１４ 水 (進課)

保育実習(1,2限：Ｍ１後半)１５ 木

１６ 金 2年生帰校17:10頃 (進課)計算技術検定(15:20～)

１７ 土 第２回かがわ産業教育フェア(10:00～15:30ｻﾝﾎﾟｰﾄﾎｰﾙ高松)

１８ 日 第１２回高校生ものづくりコンテスト全国大会(北信越；17日～)

１９ 月 (進課)朝の読書週間 諸費等口座振替日 ＳＣ

２０ 火

２１ 水 (進課)

２２ 木

勤労感謝の日２３ 金

２４ 土

２５ 日 第２０回高校生ロボット相撲全国大会(ものつくり大学)

ＳＣ２６ 月 期末考査発表

２７ 火

２８ 水

２９ 木 生徒の職員室入室禁止～12/6

３０ 金 月末統計

三豊工ボランティア月間(11/1～30) 壮行会新人戦(各部)

スクールカウンセラー来校１２：４０～１６：４０期末考査12/3～6 ＳＣ：

：希望生徒と保護者（1年:12/19(水),2年:12/18(火) 13:30～）進学説明会

1２月の主な行事（予定） 



創立５０周年記念 第１７回 三豊工祭 
第 17 回 三豊工祭にあたって 

 特別活動部 豊浦 生江 

10 月 27 日(土)・28 日（日）の 2 日間、第

17 回三豊工祭が開催されます。本来ならば来

年度実施の予定でしたが、創立五十周年式典に

あわせて記念公開展を開催する運びとなりま

した。今年度当初から「三豊工 50 年 つなげ

技と心」の統一テーマの下、さまざまな行事を

行ってきましたが、生徒のみなさんの活躍を地

域の方々・保護者の皆さまに知っていただく最

大の行事であると考えます。また、観音寺中央

高校の生徒会をお迎えして、新たな歴史を刻む

第 1 歩を踏み出します。 

27 日の記念式典の後、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」、28 日は一般公開日とな

ります。工業科のものづくりの技術や作品、総

合展では各教科の授業や部活動・委員会活動の

成果を発表し、クラス展では生徒のみなさんの

企画力や団結力を示すことができることと思

います。当日は「さぬきのおもてなし」の心を

持って、多くの方々の来校をお待ちしておりま

す。 

 

 

☆平成 2４年１０月２７日（土） 

 〈１１：２０～１１：５０〉開催式・開催行事  

 ◎表彰式、創立 50 周年記念抽選会 

〈１２：３０～１４：３０〉★サイエンスフェスタ イン 三豊工 

１２：３０～１４：３０ ◎ものづくり体験教室 

【つくるもの】 ★焼き印コースター ★ペン立て ★光るディスプレイケース 

 ★回り続けるコマ ★暗闇で光るスライム ★怪獣ゴムボール 

 ★発泡入浴剤 

【体験・展示】 ★缶つぶし機 ★自動エサやり機 ★竜巻発生装置 

     ★スターリングエンジン ★トスマシーン ★シューティングゲーム 

  ★ビー玉ホッケー ★電気自動車 ★電車 ★シャボン玉  

  ★光のトンネル ★ブラックライト on イルミネーション 

１３：３０～１４：２０ ◎メカトロ部実演見学 

          ★ロボット相撲 ★ロボットアメリカンフットボール  

☆１０月２８日（日） ９：３０～１４：３０ 一般公開 
◎総合展 

  ☆校史展（同窓会） ☆生徒会活動の様子（生徒会）☆機械技術部展  

 ☆電子技術部展 

 ☆流木展・ﾌﾟﾘﾃｨｷﾞｬﾙと生き物展（美術選択者） ☆工芸作品展（工芸選択者） 

  ☆創立 50 周年記念煎餅とコースター（PTA）  ☆棉について（家庭クラブ）  

 ☆献血（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ部）☆ストレスチェック（保健委員会） 

 ☆菓子試食（家庭・茶華道部） 

 ☆メカトロ部実演（メカトロ部） ☆遠的競技（弓道部） 

◎科展 

☆機械科展  ☆電気科展  ☆電子科展 

◎クラス展 

☆アーチ ☆校内装飾 ☆はりぼて ☆喫茶 ☆迷路 ☆縁日 ☆綿菓子 

同時開催 サイエンスフェスタ イン三豊工 



１０/２（火）５０周年記念講演会 
～「為せば成る!」 大畑大介氏 ～                        

本校体育館で、ラグビー元日本代表の大畑大介さんをお招きし「為

せば成る!」をテーマに記念講演会を行いました。大畑さんは、「目

標を持ち、自分自身を信じて頑張れば、必ず目標は実現する」と全

校生徒に強く訴えかけられました。そして、自身がラガーマンとし

ては小柄ながらも夢を抱き、高校時代には、右の靴に「全国制覇」、

左の靴に「高校生日本代表」と書き続け、周囲から無理と言われな

がらもあきらめずに練習を重ねることなど、日本代表になるまでのエピソードを披露していただきまし

た。 

講演後は、運動場で本校ラグビー部の練習をご覧いただきました。部員たちを激励していただき、部

員達は、今冬の花園ラグビー場で行われる全国大会での再会を誓いました。 

 

１０/１４（日）ロボット相撲in 三豊工  

     ～第 24 回 全日本ロボット相撲 四国大会～       
 創立 50 周年を記念して、本校ではじめてロボット相撲四国大会が

開催されました。結果は以下の通りです。                                

【全日本の部】 

自立型：〔準優勝〕 安藤圭吾（O2） 

ラジコン型：〔準優勝〕細川和輝（O2） 〔3 位〕 田渕雅俊（E2） 

【高校生の部】 

自立型：〔優勝〕 野田耕平（E2） 〔準優勝〕 合田 渉（O2） 

ラジコン型：〔準優勝〕 吉田勇也（E3） 

 

＜その他 地区大会＞               

「近畿大会」（9 月 23 日）                     

【全日本の部】 

自立型：6 位 合田祐大（O1） 

 

＜全国大会＞ 

【高校生の部】（11 月 25 日）埼玉：ものつくり大学 

【全日本の部】（12 月 16 日）東京：両国国技館 

 

 

１０/５（金）好天に恵まれ、みんなで歩いた 42.195ｋｍ！  
                      ～第 3５ 回持久歩大会～ 

 １０月５日、恒例の持久歩大会が行われました。今年は天候に恵まれ、生徒は深まりゆく三豊路の秋

を満喫しながら歩けたのではないでしょうか。第一関門は昨年から長野公民館前に変更しましたが、今

年は二年目ということもありスムーズに関門通過できたようです。また、昼食をできるだけ大水上神社

で摂るようにするなど毎年尐しずつではありますが、改善を繰り返しながら伝統の持久歩を充実させて

いきたいと思っています。生徒の完歩も 96.3％と例年に比べて高い完歩率を残すことができました。

生徒達の三豊工生としての誇りや底力を感じることができました。 

 また、昨年に続き保護者の方の参加も多く、充実した大会として無事終了することができました。Ｐ

ＴＡ役員の方をはじめ、多くの保護者の方々にはお手数をおかけしましたが、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戴きたいと思います。 

 

 


