
 

 

 

 

 

 

 

 

 

新年度が始まりました。 
 

始業式 ４月８日(木) 
 新年度を迎え西 校長より「新たな年度の始まりに当たって、それぞ

れの学年でのなすべきことに自覚と目標を持って過ごし、多くの人との

関わりを大切にしながらさらに成長して欲しい」と講話がありました。 

 

退職・転任された先生方は次のとおりです。ありがとうございました。 

吉田潤一（退職：事務長）、塩田良宣（退職：国語）、落合邦廣（退職：理科） 

白井正昭（退職：工業）出口紀美（退職：司書）、奥田直哉（退職：工業） 

藤田浩二（紀北工業高校：工業）、太田久美子（和歌山工業高校：養護） 

 

また、新しく赴任された先生方は次のとおりです。よろしくお願いします。 

田中秀典(事務長:県教委)、新谷慶子(国:県和商)、溝口恵敬(理:海南下津)、 

藤田充喜(工:紀北工)、水田茂寿(工:紀の川)、仲彩佐(養講:新) 

 

 

入学式 ４月９日(金) 
 今年度 38 名の新入生（1 年生 34 名・編転入生 4 名）がありま

した。「定時制での高校生活では、仕事と勉強の両立は大変です

が、そのことから得られるものはとても大きいです。卒業を目指

して辛抱強く努力することの大切さを忘れないで頑張って欲し

い。」と校長より激励の式辞がありました。 

 新入生を代表して大下巧馬君は、「一人ひとりの将来への目標

は違いますが、それぞれ工業についての専門的な知識と技術を身

に付け、また社会人として資質を養い頑張ります」と力強く宣誓

しました。 
 

 

 

対面式・身体測定 ４月 1２日(月) 
新しい学校生活に緊張気味の新入生と上級生との対面

式、さらには身体測定、個人写真撮影等の行事が目白押

しに進んでいきました。 

1 年生は、オリエンテーションに始まり、胸部レントゲ

ン撮影、心電図検査等の日々が続きました。すでに仕事

についている新入生や、これから求職活動に励む新入生、

それぞれ生活のリズムを作って、早く学校生活に慣れ、充

実した毎日を送って欲しいですね。 

 

 

 

 

新入生歓迎会 ４月３０日(金) 
 今年は、映画鑑賞を初めて新館６階の多目的ホールで実施しました。作品は「名探偵コナン」。 

新しい設備で音響やスクリーンだけでなく、液晶の画面も利用しての鑑賞で、落ち着いた環境で実施でき

ました。そのためか生徒は皆、例年以上に真剣に見入っていました。 

５月行事予定 

 
13 日(木) 眼科検診 

17 日(月) 非行防止教室 

18 日(火) 中間考査発表 

25 日(火)～28日(金) 

中間考査 

和歌山工業高校定時制 

2010 年 4 月号 

緊張の入学式 

先輩たちとの対面式 

新新新入入入生生生宣宣宣誓誓誓   



 
 
 
 
 
 
 
 
非行防止教室開催 5月１７日（月） 
１年生を対象に、県警生活安全部少年課から岡畑氏・竹原氏・白

井氏の三人の講師の方に来ていただき、非行防止教室を開きました。

スライドを使いながら、若者の規範意識についてわかりやすくお話

をしていただきました。  

軽犯罪から薬物乱用まで少年が係わる可能性のある犯罪はたく

さんあります。自分の無知やちょっとした気のゆるみで犯罪に関わ

ってしまったらどうなるかを詳しく説明されました。 
少し立ち止まって考えてから行動することで非行に走ることを

未然に防げるなど、知らなかったことも多く、有意義な時間をすご

すことが出来ました。生徒達もあらためて気を引き締めていたよう

です。 

 
 

各種検診すすむ 
 4 月に引き続いて眼科検診等が行われています。歯科検診や内科検診は
6月当初に行われます。学校でも仕事でも、まずは健康が第一です。仕事

の都合で受診できない生徒も見られますが、自分の健康状態をしっかり

チェックして、自己管理して安心して学校生活を送って欲しいですね。 

 

中間考査 5月 25日（火）～28日（金）  
 新入生にとっては高校生活最初の試験、在校生にとっても年度初めの

試験、それぞれの思いを持って受験しました。自分が取り組んだだけの

結果がでるのが定期試験、何事もスタートが肝心ですがはたして思うよ

うに力を発揮できたでしょうか･･･？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
６月行事予定 

 
４日(金) 育友会総会 

７日(月) 球技大会 

13 日(日) 全国定時制通信制 

体育大会和歌山大会 

23 日(水) 教育振興会総会 

25 日(金) 生徒総会 

28 日(月) 期末考査発表 
 

和歌山工業高校定時制 

2010 年 5 月号 

 
ハイスクール・ 

サポート・カウンセラー 
  
今年も、昨年に続いてお世話になるのは、伊藤

真由美先生です。 
毎週金曜日 18時～20時まで来ていただきます。
保健室や学習室、職員室などで出会えます。 
何気ないことでも、困ったことでもどんなこと

でも機会があれば声をかけてみましょう。 
きっと前向きになれるのではないでしょうか？

 
ALTダニエル・ローズ先生
わかやま新報で紹介 
(取材記者は本校卒業生の樋口

菜摘さんです。) 

 
 今年から本校で英語のＡＬＴとし
てお世話になっているダニエル・ロー

ズ先生が、５月20日（木）のわかや

ま新報で紹介されました。 
 取材に訪れたのは、今春本校を卒業

し、わかやま新報に就職した樋口菜摘

さんです。 
記事では、授業中ゲームなどをする

生徒に「あとで後悔するのは自分の責

任だ」「授業中に騒いでいる生徒はま

じめな生徒から授業を受ける気持ち

や時間を奪っている」と厳しい指摘が

ある一方、「頑張ろうという気持ちと、

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを楽しんでほしい」という

思いが語られていました。これからも

よろしくお願いします。 

・・・気持ちのいい季節に自然を感じる・・・ 
定時制の学校生活はほとんどが夕方から夜にかけてです。それゆえ、

日頃 登下校で目にするのは夜の暗さに浮かび上がった街のネオンや

車のライトであることが多いでしょう。田畑や野山・ましてや海は真

っ暗です。  
でも今の季節、生徒諸君は昼間仕事の合間や休日の日には、きっと

野山の新緑、海や空の美しい青さを感じているはずです。 
和歌山市は、全国でも珍しく、県庁所在地に 4 か所も海水浴場があ
り（わかりますか？）、万葉の時代から風光明媚なところです。 
何気ない日常に自然を感じる・・・そんな心のゆとりと感性を大切

にしたいですね。                        



 

 

 

 

 

 

 

球技大会（ドッジボール）開催 ６月７日（月） 
 昨年に引き続き、ドッジﾞボール大会を実施。学年や学科を超えたチーム編

成で、日頃あまり接することのない生徒どうしも交流しました。先輩後輩、年

齢を意識せず勝負に徹したチームが勝ち進み、おおいに盛り上がりました。 

 

全国定通体育大会県予選（バドミントンの部） 

６月１３日（日） 
 本校・紀の川・青陵・海南・南紀周参見 

の各校が参加して、本校体育館で熱戦が繰り 

広げられました。男子シングルスでは、4 機 

電の古澤邦夫君が連続優勝、実力のほどを見 

せつける優勝でした。男子ダブルスでは、4 

健の木村君と 1Bの迫田君の新生ペアが出場 

しましたが、残念ながら勝ち進めず昨年から 

の連続優勝はなりませんでした。古澤君は、 

8 月に小田原で開かれる全国大会出場です。 

4 機電 古澤邦夫 君 全国へ！！ 

 

交通講話 ６月２２日（火） 
 和歌山西署交通課からお二人の方が見えられ、全校生

徒にお話をしていいただきました。全国的に見ても和歌

山では身近な原付による事故が多いことや、交通事故多

発の交差点が市内に多いことなど、さらには高齢者を巻

き込んだ死亡事故が増えている実態をお話しいただきま

した。定時制では四輪・原付通学生が多いので特に気 

をつけて欲しいものです。  

                         

                                                                                   

                                                                                 

                                                                                     

                                            
                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７・８月行事予定 

7 月 

5 日(月)～9日(金)  

1学期末考査 

12 日(月) ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ開講式 

     答案返却(～13日) 

12 日(月)～14日(水) 

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ事前指導 

20 日(火) 終業式 

20 日(火)～22日(木) 

   個人懇談会 

8月 

6 日(金) 3・4年登校日 

20 日(金)1・2年生登校日 

和歌山工業高校定時制 

2010 年 6月号 

初めての試み  

学級委員会開催 
今年初めての試みとして 6月 18日

学級委員会が開かれました。生徒総

会へ向けての準備段階として開催

しましたが、事前に選出された各ク

ラスの代表が、生徒会役員にリード

され、戸惑いながらも意見交流をし

ました。何事も経験の積み重ねが次

のステップになります。 

参加した人はきっと何かを得た

のではないでしょうか？ 

危険物取扱者試験に挑戦！ 

6 月 13 日(日) 
休日にもかかわらず、乙種４類に３

人、丙種に１人が挑戦しました。それ

ぞれ目指すところは違っても、資格取

得は自身のスキルアップにつながり

ます。このような地道な取り組みはい

つか必ず実を結ぶことでしょう。 

・・・育友会総会・振興会総会開催・・・ 
育友会総会・個人懇談会 6 月 4 日(金)本校集会室 

今年は、本校で 20年間育友会長を務められた徳田雅彦氏が勇退され、新会長に

岡本芳幸氏が選出されました。徳田会長は本校の教育に多大な貢献をされ、生徒

たちの学校生活を支えていただきました。本当に長い間ありがとうございました。

また、新会長よろしくお願い申し上げます。 

教育振興会総会 6 月 23 日(水)ｱﾊﾞﾛｰﾑ紀の国 
 振興会は、定時制の教育を財政面から支えていただく会社や個人の方々の集ま

りです。尾高会長から励ましの言葉をいただきました。今後ともよろしくお願い

申し上げます。 

生徒総会開催 ６月 25 日（金）                        
先に学級委員会で出た意見をもとに、学校行事・校内設備・

学校生活などについて話し合われました。特に遠足について

は「費用面を考えると和歌山市内で…」「一人 500 円程度で

ＢＢＱを…」などが出され、「学習室をもう少し早く・長く

開けてほしい」などの意見も出されました。意志表示用の色

紙を使うなどの工夫もあり、参加者全員の意志を確認するこ

とができました。天気が悪く出席が少しもの足りませんでし

たが、生徒たちの運営する有意義な総会で、最後に「生徒会

で検討し、先生方に要望していきたい」との執行部答弁で終

わりました。 

生徒総会の様子 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

1学期終わる。終業式 ７月２０日(火) 

 
校長より、「1 年生は新学期から仕事と学校で少々疲れ気味の諸君もい
ると思います。上級生もまた忙しい日々を送ってきたでしょう。夏休みに

入り、さらに仕事に専念する人、気分転換する人等様々でしょうが、今年

の夏は特に暑いといわれています。時間を有意義に使って生活のリズムを

壊すことなく過ごしてほしい。また、休み中には是非何か本を読んで欲し

い。」と挨拶がありました。 
また、教務・保健・生徒指導の各担当の先生方から休み中の過ごし方等

についてお話がありました。 
保健主事の岡本先生は「食」についてフリップを使って、司会の橙木先

生からは、昔停電した時にロウソクをつかって授業をした先輩たちの話が

披露されました。 
 式の前に全国高学定通体育大会県予選の表彰を行いました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
インターンシップ始まる。  

  
 インターンシップとは、「生徒が在学中に、将来のキャリアに関連した

就業体験を行うこと」とされ、事前に生徒が取り組む課題を設定し、それ

に基づいて各機関において短期間の実習・研修を行う制度です。 

まず本番に先立ち、7/12 から開講式・事前指導が始まりました。今夏は、

２年建築科２名、３年機械電気科２名、３年建築家１名の計５名が参加し

ました。行き先は、紀伊風土記の丘や農業試験場、県立図書館までさまざ

まです。それぞれが、初めての経験で指導の方々の協力を得ながら一生懸

命頑張りました。就業先から、「今まで受け入れた中でも一番積極的に取

り組んでくれた。」との評価をいただいたところもあり、生徒たちが一生

懸命頑張ったことがうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月行事予定 

 
１日(水)  2 学期始業式 

12 日(日) 県定通総合体育大会 

16 日(木) 就職選考開始 

和歌山工業高校定時制 

2010 年 7･8 月号 

全国定通体育大会 

～バドミントンの部 

８月 17日～19日 

 
 静岡県小田原市の小田原アリー
ナで、全国各地の都道府県予選を勝

ち抜いた選手たちが一同に集まり、

日頃の練習の成果を競いました。和

歌山県代表の一員として本校からは

古澤君（4 機電）が、団体戦と個人
戦に出場しました。団体では岡山県

と対戦し、シングルスで健闘しまし

たが惜しくも敗れました。 
個人戦では兵庫県の選手と対戦し

ましたがこちらも残念ながら完敗。

本人も「全国の壁は高い。」と残念

がり、和歌山県は悲願の１勝はかな

いませんでした。次なる県定通大会

へ向けてさらに練習は続きます。ご

苦労様でした。 

危険物取扱者試験補習 
７/21(水)から28(水)にかけて危険物

取扱者試験の補習がありました。乙種

丙種合わせて 10 名の受講者が、試験

合格へ向けて取り組みました。これを

きっかけに 10 月の試験にむけて一層

頑張って欲しいものです。 

農業試験場にて

紀伊風土記の丘にて 



 
 
 
 
 
 
 

２学期始まる。始業式 ９月 1日(水) 
 

校長より「２学期は 気候もよく 何事にも集中できる季節

です。仕事に学校生活にそれぞれの目標を持って、しっかりと

充実した時間を過ごして欲しい。」と挨拶がありました。 
また、教務・保健・生徒指導の各担当の先生方から休み中の

出来事の報告等についてお話がありました。 
それぞれの夏休みはどのようなものだったのでしょうか？

仕事で休みどころではなかった生徒や、たっぷり休みを満喫し

た生徒諸君もあったと思います。休みをより充実したものにす

るためには、日頃の仕事や学校生活に一生懸命取り組むことが

何より必要です。健康に気をつけて２学期も元気な顔で登校し

てください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（県）定通総合体育大会開催 9 月 12日(日) 

残念 近畿大会連続出場ならず！！        
いくつかの種目が県下の高校で開催されました。本校の得意

種目バドミントン競技は、田辺市の南紀高校で開かれ、１１月

の和歌山で開かれる近畿大会への出場権をかけて熱戦が展開

されました。 

本校の出場選手は、１Ｂ大下君、１Ｃ濱口君、２建本村君の

３名で、まず個人戦が行われました。 

本校は昨年まで圧倒的な強さを誇った古澤君が引退し、一か

らのチーム編成となりました。春から定期的に練習を重ねてき

ましたが、いずれも善戦空しく１回戦で敗退。近畿大会への出

場権を獲得できませんでした。   優勝は本命と思われた青

陵高井上君を破って紀の川高の南君が栄冠を勝ち取りました。                   

また、団体では本校チーム（３名）が青陵高と対戦、    

０vs３で完敗。こらからまた、初勝利を目指しての奮起が期待

されます。 

和歌山県代表は、男子団体が青陵高、個人は南君（紀の川）

井上君（青陵）が出場し、女子とともに近畿大会での健闘が期

待されます。 

 

１０月行事予定 

 
4(月)和海ブロック交流会 

9(土) 生活体験発表会 

14(木)製図ｺﾝｸｰﾙ審査 

19(火)～22 日(金)  

中間テスト 

24(日)危険物取扱者試験 

26(火)教育委員会訪問 

和歌山工業高校定時制 

2010 年 9 月号 

就職選考開始 9/16～ 
来春の卒業へ向けての就職選

考が始まりました。高校生の就

職状況は年々厳しくなっていま

す。求人数も激減し、なかなか

思うようにはいきません。それ

ゆえ資格取得や地道な仕事の経

験が左右することも多いです。

全力を尽くして挑戦して欲し

いと思います。 



 
 
 
 
 
 
 
和海ブロック交流会開催 10月 4日（月） 
  

加太「友が島」にて、５校２２名の生徒会役員が集まり和海

ブロック交流会が行われました。和歌山市観光課の方の案内で

砲台跡や発電所跡などをめぐり、学習と交流を深めました。本

校からは４名の役員が参加し、和歌山市内に砲台跡があること

を初めて知り、皆とても驚いていました。また、他の学校の生

徒会役員とも交流でき、楽しく充実した１日となりました。 
 

 
 

友が島は戦争の名残の砲台跡などがあり、当時のさまざまな

出来事が思い出されるところです。また一方ではシカやサル、

リスなどの動物（実はいずれも在来種ではなく台湾から持ち込

まれた種類らしい…）がいて、夏のキャンプや海水浴、釣りな

どで脱日常を味わえるところとしても人気があり、訪れる人が

後を絶ちません。近くにこんなワイルドな島があるなんてちょ

っと素敵じゃありませんか・・・ 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                          

                          

                          

                          
                          
 

 

 

 
農業試験場にて 

１１月行事予定 
4(木)5(金)和定連宿泊研修会 

10(水) 中学生体験学習 

    公開授業 

11(木)～15(月) 

   県定通作品展示会 

17(水) 校内球技大会 

19(金) 文化祭 

和歌山工業高校定時制 

2010 年 10 月号 

※トピックス 

 池田先生 県展最優秀賞に！！ 
・・本校生徒作品展示会にも期待・・

 
本校の書道科 池田理恵子先生が11月2

日から県立近代美術館を中心に開かれる

県展（和歌山県美術展覧会）の“書”の部

門で、出品 116 作品中の最優秀賞に選ばれ

ました。 

古今和歌集から選んだ 9種の歌を見事な

草書体の万葉仮名で書かれた作品「ちヾの

色に」は、講評で「練達された線質と見事

な墨色の変化は一幅の絵画のよう…」と絶

賛されました。 

 池田先生の指導のもと、来月開かれる作

品展示会での本校の生徒諸君の活躍が期

待されます。 

・・・教育委員会学校訪問・・・ 
 10月15日(金)に学校人事課、10月26日(火)

には、学校指導課の学校訪問がありました。 

日頃、教育委員会には陰になり日向になり定時

制教育の基盤を支えていただいています。   

学校の授業の様子等を見ていただき御指導を 

受けました。 今後一層の定時制教育の充実が

図られることを期待しましょう。 

製図コンクール開催  

１０月１４日（木）

紀央館高校多目的ホール 

 
工業系の各学校から、日頃 

の製図の授業で培い校内選考 

で入選した合計 94 作品が発 

表されました。 

 本校からは、5作品が出品 

され、3建尾崎君と 4健専科 

山田さんの作品が特選に選ば 

れ、クリスタル製のトロフィ 

ーを受賞しました。おめでと 

うございます。       



 
 
 
 
 
 
 
11月は行事が目白押し・・ 

和定連宿泊研修会１１月４日(木)5 日(金)   
11月 4日から 5日にかけて、 
県立白崎青少年の家で県下 10 
校の定時制通信制の高校から 
36名の生徒が参加して、和定 
連宿泊研修会が開かれました。 
 本校からは、2建石本君 
3機電下出君・山本君・3建 
上出君・4機電坂本君の 5名 
が参加して、県下各校の生徒 
会の仲間と交流しました。 

 研修会では、自然探求のウォークラリーで本校チームが時間内に到着し、クイズ 
問題 5問にも正解し優勝。  また、夜には各校の現状を話合い、交流しました。 
2日目には白崎海洋公園の探索で説明を受け、いろいろな事を学びました。 

校内球技大会１１月１７日（水） 
今年 2回目の球技大会は、バドミントンと卓球に分かれて開催、クラブで練習を 

重ねて圧倒的に強い生徒や、予想外に実力を発揮する生徒など日頃の授業では見ら 

れない表情を見せました。 

結果は、バドミントンは本村君(2 建)がクラブの経験を生かして優勝、準優勝は 

中井君(1B)、3 位は辻川君(3 建)濱口君(1C)でした。 

卓球は北野君(2 機電)が優勝、準優勝は坂上君(4 機電)、3 位は下出君(3 機電) 

本郷君(1D)でした。 

文化祭１１月１９日（金） 
 生徒会行事のメインイベント文化祭、生徒会役員が 1ヶ月以上前から準備をし、 
遅くまで残って知恵を絞りました。当日は青陵高校と海南高校定時制からも見学 
の仲間を迎えました。 
まず、全員がペーパークイズに挑戦し、紙飛行機を自作して体育館へ… 

体育館ではその紙飛行機を飛ばして飛距離を競いました。30mほど飛んだ機体 
もあり、みんなをあっと言わせました。 
ホールでは温かいうどんやフランクフルト、特製の牛丼が振る舞われ、おいしく 

頂きました。後半は、ストラックアウト・ターゲットプレイシュート・フリー 
キックなどに興じ、最後はビンゴゲームで締めくくりました。 
 

 
生徒総会１１月２６日（金）  
 総会は、前期総会からの経過報告の後、後期役員の選出があり 
ました。その結果、生徒会長に 1Aの曲里真伯君、副会長に 2建の 
石本圭介君、書記長に 2建の嵐芳樹君の 3名が選出されました。 
新しいメンバーでの活発な生徒会活動が期待されます。頑張って!!  
 

12 月行事予定 
1 日(水)  

２学期末考査発表 

8 日(水)～14 日(火)  

２学期末考査 

24 日(金) 

２学期終業式 

24 日(金)～28 日(火) 

   成績懇談会  

和歌山工業高校定時制 

2010 年 11 月号 

行事目白押しの秋！ 

公開授業実施 
11月 1０日(水) 
建築科の藤田光・垣内両先生に

よる公開授業が実施されました。

建築実習の授業で、住宅の間取り

から内観・外観をコンピュータグ

ラフィックス制作し、立体的に図

面を考える内容です。校長先生を

始め、計 6 名の先生方が参観し、

実際に体験することもできまし

た。専科生 2 名を含めた 7 名の生

徒が真剣に取り組んでいました。 

定通作品展示会 大健闘！！ 
11月11日～15日に河北ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰで開催された県定

通生徒作品展示会で、本校は工業の部・書道の部に作

品を出品しました。  

受賞者は次の通りです。            

工業の部：金賞:尾崎君(3 建）銀賞:上出君(3 建)湯川

君(4 機電) 銅賞:工藤君(3 機電)坂本君(4 機電)   

書道の部：金賞:中元君(3 機電)･細川君･谷口君(4 健)

銀賞:藤岡君(1A)向山君(1B)湯川君･渡瀬君(4機電)銅

賞:工藤君(3 機電)上出君･辻川君(3 建) 

中学生体験学習 
１１月１０日（水） 
学校の案内や機械電気科の先生方

による発光ダイオード（LED）を使っ

た交互点滅器の作成に中学生・保護

者・中学校の先生方 9名の参加があり

ました。点滅器作成では興味深そうに

真剣に取り組み、充実した時間を過ご

せたという感想が寄せられました。 

 



 
 
 
 
 
 

実習授業風景のスナップを紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 学期終業式 12月 24日（金） 

校長から、年末年始の気のゆるみを戒め

つつ、充実した時間を過ごすようにと挨拶

があり、球技大会や文化祭等での各種表彰

が行われました。 

 

 

 

 

３学期始業式 1月11日（火） 

 校長より、「新年を迎え、それぞれが卒業
や進級へ向けて余裕を持って最後の頑張りを

見せて欲しい。寒さが最も厳しい季節だが、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞなどに注意し、充実した

学校生活を！」と挨拶がありました。保健主事の岡本先生は『螻蛄才(けらさ

い)』の話をされ、「物事は中途半端ではいけないが、○○しかできないとい

う事でもいけない。加えて若い時こそ食生活に気をつけよう！」と話されまし

た。 

薬物乱用防止講話１月２０日（木） 
昨年に引き続き、(県)健康局薬務課 抜 井 栄 二 氏を講師に招いて
講演会が開かれました。スライドにお話をうまく織り交ぜながら分か

りやすく説明され、「薬は本来大変有益なものですですが、使い方を

間違えたり、目的以外に使えば人体に異常をきたします。薬物は健康

だけではなく、自由や成長、その人の未来まで奪ってしまいます。興

味本位で手を出すことは決してしないように！」と話がありました。   

有名人の薬物問題が後を絶たない中、本人の自覚と正しい知識を持つ

ことが重要であると話されました。昨年 10月の本県の高校生の例もあ
り、他人事としてではなく、一歩間違えば、危険はすぐ近くにあると

も言われ、生徒や教員は熱心に聴き入っていました。 

2 月行事予定 
1 日(火)～4 日(金)  

3･4 年学年末考査 

9 日(水)  

予餞会 

13 日(日) 

 危険物取扱者試験 

16 日(水)  3･4 年登校日 

25 日(金)～3 月 7 日(月)  

1･2 年学年末考査 

28 日(月) 

 卒業式予行 

和歌山工業高校定時制 

2010 年 12 月･2011 年 1 月号 

トピックス 
１月 16日(日)のわかやま

新報に、「和工定に響く怪

奇音？」と題して記事が紹

介されました。 

 その内容は、本校で会議

前に日直の先生方が鳴ら

すハンドベル、30年以上

前から使われているとい

う歴史あるベル。ボルトと

針金で修理をしながら今

でも現役で活躍していま

す。一度聞いたら忘れない

音ですよ・・・ 

学校評議員会開く 
1月 31日(月) 

学校を外部からみてさま

ざまなご意見をいただくた

めに学校評議員会を開催し

ました。長い間育友会役員を

していただいていた評議員

の方から、ご意見をいただき

ました。 



 
 
 
 
 
 
 
  

予餞会 ２月 9日（水）  卒業を祝って生徒会主催の予餞会が行われ 
ました。 恒例のボーリング大会で、日頃の腕の見せどころと気合を入れた 

生徒たちも多かったようです。学校長挨拶の後、生徒会長の曲里君が在校生 

を代表して卒業生へ言葉を贈りました。校長と新旧生徒会の曲里・下出両君 

の始球式を合図に生徒と職員が一緒になってゲームに熱中しました。 

一人 2ゲームの合計で競われ、熱戦が繰り広げられましたが、結果は、卒業 

生の前勢君の優勝、上級生の貫録を示しました。次いで在校生が 2・3位と 

なりました。表彰の後、最後に副会長の石本君の挨拶で締めくくりました。 

結果は以下の通りです。 

  第 1 位 前勢憲作（3機電）279 点  

第 2 位 向井誠輝（１Ｄ）264 点 

     第 3 位 原庄摩（2機電）263 点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月行事予定 
1 日(月)  

卒業式 

2/25 日(金)～3/7 日(月)  

1･2 年学年末考査 

24 日(水) 

３学期終業式 

 

入試関係 
2 日(水)3 日(木) 

一般選抜本出願 

10 日(木)  

   一般選抜学力検査 

11 日(金) 

   一般選抜面接･作文検査

18 日(金) 

   一般選抜合格発表 

和歌山工業高校定時制 

2011 年 2 月号 

卒 業 近 し！ 

卒業生表彰（卒業式予行分）以下の生徒が表彰されました。
県定通教育振興会会長賞     渡 瀬 祐 介（４機電） 

定時制ＰＴＡ連合会会長賞    湯 川 直 城（４機電） 

西日本工業高校建築連盟会長賞  上 出 裕 也（３建） 

さぁー気合入れて！！ 

開会挨拶

閉会挨拶表彰式 

イェイェーイ！ 
始球式 

挨拶 



 
 
 
 
 
 
 
 
卒業証書授与式３月１日（火） 

 
 

 

昨年春の和二工閉校をうけて完全に和歌山工業高校定時制として再出発し、初めての卒

業式が挙行されました。校長から、卒業証書が授与され、定時制の学校生活を無事終えた

ことに対してのねぎらいとお祝いの言葉が贈られました。 

また県教育委員会・知事・尾高振興会長・岡本育友会長・西村同窓会副会長からお祝の

言葉をいただきました。2機電の木本康寛くんの送辞の後、3建上出裕也くんが「去年は、

和二工最後の生徒を送り出すことができ、今年は全員が和工定時制の卒業生として送り出

してもらえる」「生徒会活動で多くの事を学んだ」と答辞が読み上げられました。 

社会人として、また学生として新しい生活に向っていく卒業生にこころから「おめでと

う」の言葉を送ります。本年の卒業生は、４年生 機械電気科

８名、建築科７名、３年生 機械電気科７名、建築科２名の合

計２４名です。 

 

 

 

 

 

 

終業式 ３月２４日（木） 
校長から、1年間の締めくくりと新しい年度へ向けて、 

生徒諸君にねぎらいの言葉と一層の奮起を期待するとの 

激励の挨拶がありました。 
 

先生方の異動がありました。 

転出された先生方 藤田光男・垣内道光（和歌山工業高校：工業） 

        西川和希（那賀高校：事務） 

 

 

和歌山工業高校定時制 

2011 年 3 月号 

よく頑張り、たどりついた卒業は、新たなスタート！ 

卒業生表彰（卒業式）以下の生徒が表彰されました。 

 定時制の学校生活で、様々な分野で努力・精進した結果の表彰です。

産業教育振興会中央会長賞     上 出 裕 也 （３建） 

県産業教育振興会会長賞      中 元  翔（３機電） 
生徒表彰：よく頑張りました！！ 

 １年間 皆勤賞：本郷凌(1D)川端亮介(2 建)

 １年間 精勤賞：間柄勇次(1A) 

18日(金) 一般選抜合格発表 

22日(火) 入学説明会  

また、新しい仲間が加わります。 

送 辞 答 辞 

卒業証書授与 

トピックス(新聞に記事！) 
ﾆｭｰｽ和歌山 3/2 号に建築専科を卒業した山田治生さん
の「目標をもってさらなる挑戦を！」という内容の記

事とわかやま新報 3/3 号に「和工定」としての卒業式
の記事がそれぞれ写真付きで掲載されました。卒業は

様々な話題を提供してくれますね・・・ 

時事：3/11 に東日本(東北関東)で起きた大地震と津波による大震災、この未曽有の出来事を前にして、同胞として受け止め、
私達に何ができるか考え、またこれからの国のありようをあらためて考える機会としたいものです。 


