
 
 
 
 
 
 
 
 
 
新しい仲間を迎えて新年度始まる！！ 
 
始業式 ４月８日(金) 
 新年度を迎え西校長より「東日本大震災では、私たちの想像を超える

大変な状況になっています。しかし、日本人の辛抱強さ、粘り強さが諸外

国からも評価され、若い人たちへの期待も大きなものがあります。新年度

を迎えて新たな気持ちでスタートして欲しい。」と講話がありました。さ

らに教務・保健・生指から新年度の心掛けの話がありました。 
 
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。 
藤田光男（和歌山工業高校全日制：工業） 

垣内道光（和歌山工業高校全日制：工業）西川和希（那賀高校：事務主査） 
 
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。 
浜地 卓(工:和工全日制)、田原一磨(工:和工全日制)、岡崎公人（和歌山盲学校：事務） 

 
入学式 ４月１１日(月) 
 本科生 29名（新入 25編転入 4）専科生 3名を迎えて入学式があ
りました。校長より「それぞれがさまざまな条件で学習する定時

制での高校生活は大変ですが、仕事と勉強を両立することから得

られるものはとても大きいです。今、日本は震災で大変な状況で

すが、皆さんの活躍する機会が必ずあります。卒業を目指して頑

張って欲しい。」と激励の式辞がありました。 
 新入生を代表して根來聖悟君は、「一人ひとりの目標は違いま

すが、専門的な知識と技術を身に付け、社会人としての資質を養

い精一杯がんばります」と力強く宣誓しました。 
 

 

対面式・身体測定等 ４月 1２日(月) 

新入生と上級生が顔を合わせました。緊張気味の

新入生ですが、ホッとする間もなく行事が次から次

へとやってきます。身体測定、個人写真撮影なども

あり、いよいよ高校生活のスタートです。１年生は、

オリエンテーションに始まり、心電図検査、胸部レ

ントゲン撮影等の日々が続きました。すでに仕事に

ついている新入生もいますが、就職するのが厳しい

時代です。求職活動に励み、仕事をしながら定時制

の生活をリズムのあるものにして欲しいと願っています。 
 
 

 
 
 
 
 
 

５月行事予定 
6(金)新入生歓迎会 

12(木) 歯科検診 

13(木) 内科検診 

16(月) 球技大会 

17(火) 中間考査発表 

18(水) 非行防止教室 

19(木) 眼科検診 

24(火)～27(金) 

中間考査 

和歌山工業高校定時制 

2011 年 4 月号 

入学式 

先輩たちとの対面式 

 

和歌山工業高校定時制って？ 
 県下唯一の定時制工業高校で、機械電気科と建築科の 2 科があり、普通科高校では経験でき

ないような実習授業もあります。 危険物取扱者やフォークリフト運転の資格取得へ挑戦する

生徒もおり、専門科目だけを受講する専科制度もある特徴的な学校です。 生徒の年齢も 15 歳

から還暦をこえた方までさまざまで、毎日それぞれの目標へ向けて頑張っています。 



 
 
 
 
 
 
 
 
新入生歓迎会 5月 6日（金） 
 新校舎の６階の多目的ホールで新入生歓迎の映画観賞が行われました。 
映画は「ＳＰ野望編」、ハイテンポな内容にくいいるように見入ってい 
ました。そろそろ新入生も学校生活に慣れてきたようです。 
 
球技大会 5月 16日（月） 
 恒例となっているドッジボール大会。この大会の良さは、学年をこえて 
クラスをこえてチームを作って試合をするところにあります。 
 どうしても主力の選手にボールが集中しますが、思いのほか逃げるのが 
上手かったり、キャッチするのが上手かったりと、日頃の授業では見られない

側面が見えたりするのも面白いところです。 
 
 
 
 
 
 
 

 

非行防止教室開催 5月１８日（水） 
１年生を対象に、県警生活安全部少年課から 4 名の方がお見えに

なり、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。  

法律を守るという事は当り前のことですが、それは自分を守るこ

とでもあるという内容で、軽犯罪から薬物乱用まで少年がかかわる

可能性のある犯罪について伺いました。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。 
間違った行動を思いとどまるには、深呼吸や少し立ち止まって考

えてから行動することが効果的、未然に防ぐために仲間の力も必要

と言われました。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 月に引き続いて歯科検診や内科検診、眼科検診等が行われました。
学校でも仕事でも、まずは健康が第一です。どうしても仕事の都合で

受診できないなどの生徒もありますが、自分の健康状態をしっかりチ

ェックし、自己管理して安心して学校生活を送って欲しいと思います。 

 

中間考査 5月 24日（火）～27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。自分が取り組んだ事

に応じた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 
 

３日(金) 育友会総会 

12 日(日) 全国定時制通信制 

体育大会和歌山大会 

17 日(金) 生徒総会 

22 日(水) 教育振興会総会 

27 日(月) 期末考査発表 

和歌山工業高校定時制 

2011 年 5 月号 

スクール・カウンセラーとＡＬＴ 
今年も続いてお世話になるのは、毎週金曜日 18 時～20 時まで

来ていただくスクールカウンセラーの伊藤真由美先生と毎週木曜

日に来られるＡＬＴのダニエル・ローズ先生です。 
本校の生徒のことをよく理解していただき、少ない時間ですが、

熱心に指導していただいています。本年もよろしくお願いします。

・・・定時制の夜食給食・・・
定時制では、仕事を終えて休

む間もなく学校へかけつける生

徒の為に夜食給食の制度があり

ます。これは、条件を満たした

生徒に軽食（パンと牛乳）が支

給されるものです。このパンや

牛乳を楽しみにしている生徒も

多く、懐かしい雰囲気のコッペ

パンが中心ですが、たまにクリ

ームやチョコが入ったパンの時

は大人気です。 



７・８月行事予定 
7 月 

4 日(月)～8日(金)  

1 学期末考査 

11 日(月) ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ開講式 

     答案返却(～12 日)

11 日(月)～13 日(水) 

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ事前指導 

20 日(水) 終業式 

20 日(水)～22 日(金) 

   個人懇談会 

8 月 

5 日(金) 3・4 年登校日 

19 日(金) 1・2 年生登校日 

 
 
 
 
 
交通講話 ６月２日（木） 
 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。特に原付運転のマナーについてお話しいただき、「自分の身を守るのは自

分自身」「自分の存在を見せる運転」とポイントを伝えていただきました。さらに

道交法の改正点や、自転車事故についても「自転車が加害者になった例もある」と

話され、生徒の注意を喚起していただきました。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。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
全国定通体育大会県予選（バドミントンの部） 
６月１2日（日） 
 本校・紀の川・青陵・海南・日高・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、紀ノ川高の南君が優勝、男子

ダブルスでは、海南高の塩路･月川ペアが優勝しました。 

本校から、シングルスとダブルスで 2 健の濱口君と 3 建本村君が出場しました

が、勝利を修める事はできませんでした。また、秋の総体へ向けて練

習の日々が始まります。努力すれば結果はついてくる…ことを期待し

ています。 

 

生徒総会開催 ６月１７日（金） 
学級委員と生徒会執行部の合同委員会で集約した意見をもとに学校

生活に関わることについて話し合われました。 

 生徒自身による運営・進行はなかなか難しいものですが、生徒会執

行部を中心に先生の協力のもと開催できました。 

 遠足など課外授業には行きたいけれどもなかなか課題も多いことが

わかり、授業時間の拡大についても意見交換がなされました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和歌山工業高校定時制 

2011 年 6 月号 

危険物取扱者試験に挑戦！ 
6月 12日(日) 
休日にもかかわらず、丙種３人乙種１

人が挑戦しました。1回で受からなく

ても、合格目指して頑張ればきっと実

を結びます。資格取得は、学外単位と

しても認められており、本人のスキル

アップにもつながります。 

・・・縁 の 下 の 力 持 ち ・・・ 
育友会総会・個人懇談会  6 月 3日(金)本校集会室 
役員会の後、昨年選出された岡本芳幸会長の挨拶で始まった総会、平成 22 年度の事業報告・決算報告等が承認され、続いて

平成 23 年度の事業計画・予算審議等がなされました。育友会は、生徒の学校生活を支える保護者の皆様と教職員からなる集ま

りで、定時制の学校を支える縁の下の力持ちパート１です。 

教育振興会総会  6 月 22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。「私は学校へ行くのが楽しくて仕方がなかった。」と大先輩の副会長が語られたお話が印象的でした。定時制の学

校を支える縁の下の力持ちパート２です。今後ともよろしくお願い申し上げます。 



 
 
 
 
 
 
 

1学期終わる。終業式 ７月２０日(水) 
校長より、「1 年生は新しい環境に慣れるのに大変だったと思いますが
やっとここまで来ました。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、より一層仕事に専念する人、気分転換する人等様々でしょ

うが、今年は、春に東日本大震災があり、現地では大変な生活を強いられ

ている人たちがたくさんいます。原発事故との関連で特に節電も言われて

います。自分に何ができるかを考え過ごして欲しいと思います。また時間

を有意義に使って日頃できないことに挑戦したり、本を読んだりしながら

生活のリズムを壊すことなく過ごしてほしい。」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。 
教務の阪中先生は、あらためて出席や単位のことについて確認され、保

健主事の水田先生は夏バテしないように健康第一、生徒指導の岡本先生か

らは休み中の事故やトラブルに巻き込まれないようにとお話がありました。 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

インターンシップに奮闘する生徒達  
 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、7/11 から開講式・事前指導が始まりました。今夏は、

２年機械電気科･建築科各１名、３年建築家２名の計４名が参加しました。

行き先は、県教育委員会総務課・学校指導課や県立近代美術館などです。

昨年に続いて 2 年目の経験者や、初めての生徒達が指導の方々の協力を得

ながら一生懸命頑張りました。教育委員会では少し緊張気味のようでした

が、生徒たちは一生懸命頑張りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月行事予定 

 
１日(水)  2 学期始業式 

11 日(日) 県定通総合体育大会 

16 日(金) 就職選考開始 

和歌山工業高校定時制 

2011 年 7･8 月号 

夏休みって？ 
日頃 仕事と学校の両立で苦労し

ている定時制の生徒にとって「夏休

み」ってどのようなものなのでしょ

うか？ 夕刻から時間ができるので

少しはゆったりとしたものになるの

か？それとも学校がないので仕事が

よけいに忙しくなるのか？ 

もちろん人それぞれだとは思いま

すが、学生時代の夏休みは格別なも

のがあります。 

解放感や充実感？ それとも手持

無沙汰な感覚でしょうか？ 

休みが明けたら是非どのような毎

日を過ごしたか聞いてみたいもので

す。 

危険物取扱者試験補習 
7/25(月)から8/1(月)にかけて危険物

取扱者試験の補習がありました。乙種

丙種合わせて十数名の受講者が、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。 

教育委員会にて

土記の丘にて 

近代美術館にて



 
 
 
 
 
 
 

２学期始まる。始業式 ９月 1日(木) 
校長より、充実した２学期を送ることを期待する挨拶があり、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

報告と２学期の大切さについて話がありました。 
２学期が始まってすぐに台風１２号が紀伊半島を直撃し、県南部

でも甚大な被害が出て毎日の生活や学校への通学に困難をきたして

いる仲間もでています。和歌山市は大きな被害はありませんでした

が、被害にあった人たちに思いを寄せつつ、健康に気をつけて２学

期も元気に登校してください。 

（県）定通総合体育大会開催 9 月 1１日(日) 

 近畿大会出場権 奪還！！        
いくつかの種目が県下の高校で開催されました。本校ではバドミ

ントン競技が 2 年ぶりに開かれ、１１月の兵庫県で行われる近畿大

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、２建濱口君、村山君、３建本村君の３名で、

まず個人戦が行われました。 

一昨年まで連続して出場していた近畿大会でしたが、昨年は選手

の入れ替わり等で残念ながら出場権を獲得できませんでした。しか

し新しいチーム編成で１年間頑張ってきた成果が発揮され、本村君

が２位に入り、再び近畿大会への出場権を奪還しました。 

優勝の本命はディフェンディングチャンピオンの紀の川高の南君

でしたが、海南定の塩路

君が２回戦で南君を破

った勢いで栄冠を勝ち

取りました。 

また、団体では本校チ 

ームと海南定チームが、 

近畿大会へ出場することになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月行事予定 
6(木)和海ブロック交流会 

8(土)生活体験発表会 

13(木)製図ｺﾝｸｰﾙ審査 

18(火)～21 日(金)  

中間テスト 

23(日)危険物取扱者試験 

28(金)-31(月) 

県作品展(田辺市) 

30(日)近畿定通体育大会 

           (兵庫県) 

和歌山工業高校定時制 

2011 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。今年も高校

生の就職状況は相当厳しいもの

があります。求人数も少なく、

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６日（木） 
 広川町「稲村の火の館」にて、５校１４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。館長の防災ガイダンス、3D映像で津波の怖
さを学習しました。本校からは 2 名の役員が参加し、移動して栖原海岸で
BBQの昼食をとり交流し、楽しく充実した１日となりました。 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

県高校定時制通信制生徒生活体験発表大会開催 
１0月８日（土） 
本校新館 6階の多目的ホールを会場に、県高校定通生徒生活体験発表 
大会が開催されました。県下の定時制通信制の 6校（紀の川・和工・青 
陵・耐久・南紀・新宮）16名の生徒が、自分の学校生活や日常の体験に 
ついて発表しました。仕事と学校の両方で苦労していることや、人との 
関わりで変わってきた自分のこと、いじめられた経験についてなど様々 
なテーマで一生懸命に語られました。本校の赤木君（機電科 2年）は 
「ありがとう」と題して、周囲の人が必死で勉強する姿に刺激を受けて 
入学し、「どの勉強も新鮮で楽しい。知識や出会いに、そして家族に 
ありがとうと言いたい。」と発表しました。青陵高校の西裕加さんが 
優勝し、東京の全国大会出場が決まりました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月行事予定 
4(金) 防災訓練 

7(月) 校内球技大会 

9(水) 中学生体験学習 

 

10(木)11(金)和定連宿泊研修会 

17(木) 文化祭 

22(火) 教科教育法研究授業 

25(金) 生徒総会 

和歌山工業高校定時制 

2011 年 10 月号 

※トピックス 

 池田先生 ２年連続 

県展 最優秀賞に！！ 
本校の書道科 池田理恵子先生が 10

月 19 日から県立近代美術館を中心に開

かれた県展（和歌山県美術展覧会）の“書”

の部門で、出品 108 作品中、2 年連続最

優秀賞に選ばれました。 

作品「たれをかも」は「…特に古筆で

培われた鋭く、しなやかで強い線質は見

事…」と講評でも絶賛されています。 

 池田先生の指導のもと、月末に開かれ

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。 

近畿定通体育大会ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝの部  
１０月３０日（日） 

兵庫県西宮市の香風高等学校で各県予選を勝ち抜いた近畿６

県の代表が集い、熱戦を繰り広げました。和歌山県代表として、

本校からも３名が出場（3建本村･2建濱口･村山）しました。練
習を重ねてきましたが、残念ながら勝利には結びつかず、悔し

さと新たな課題を得た大会となりました。 

製図コンクール開催  
１０月１３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作品が発表されました。 

 本校から出品された作品では、4建宇治さんが

特選、3建川端君 2健村山君が入選に選ばれまし

た。おめでとうございます。 



農業試験場にて 

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
防災訓練実施 11月４日(金) 
東日本大震災の教訓から、今年定められた津波防災の日(11 月 5 日)の前日、紀伊半島 

沖での大津波を想定した防災訓練が行われました。 

「想定にとらわれない・最善を尽くせ・率先避難者になれ」の津波避難三原則に基づき、 

新館の 6階まで避難の訓練、「ﾂﾅﾐ」ＤＶＤ鑑賞とあわせた防災訓練を実施しました。 

 直接実感することは難しいですが、映像とはいえ 3月の大津波を目の当たりにした 

生徒達は、真剣に取り組んでいました。いつ来るかわからない自然災害には日頃の防災 

意識が重要です。これからも定期的に実施したいものです。 

校内球技大会１１月７日（月） 
バドミントンと卓球に分かれて開催、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てくれます。結果は、バドミントンは本村君(3 建) 

が連覇、準優勝は辻川君(4 建)、3 位は南出君(2 機電)濱口君(2 建) でした。 

卓球はﾀﾞｰｸﾎｰｽの木本君(1A)が優勝、昨年優勝の北野君(3 機電) は準優勝、3位は 

原君(3 建)山田君(2 建)でした。 

和定連宿泊研修会 11月 10日(木)11 日(金)   
11月 10日（木）11日（金）国民宿舎「紀州路みなべ」をメイン会場に和定連 
宿泊研修会が開催され、県内 10校から 37名の生徒会役員が参加しました。本校 
からは 3名が参加。共同作業として梅ジャム作りを体験しました。各校生徒会 
活動の交流では、文化祭やパン給食などについて活発な意見交換が行われました。 
本校生徒には、他校での活動が良い刺激になったようです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化祭１１月１７日（木） 
 今年の文化祭は、例年と違って前半は講演会。紀の川市の米市農園で自然農法を 
営む高橋洋平さんが、6月に朝日放送で放映された「LIFE夢のかたち」の映像を 
織り交ぜながら、自身の経験や農業に対する思いやこだわりを熱く語られました。 
仕事に対する情熱や人のまねをしない独創性、自分の農園の食材を使ったピザ店経営 
など、若手の農業の担い手として注目されている高橋さんのエネルギーをいただきました。 
ホールでは温かいうどんや特製の豚丼が振る舞われ、後半は全員で漢字検定にチャレンジ、 

最後はビンゴゲームで締めくくりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
生徒総会１１月２５日（金）  
 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 3建の石本奎介君、 
副会長に 3建の嵐芳樹君、書記長に 2建の濱口征史君の 3名が選出されました。奮闘を期待します。 

12 月行事予定 
1日(木) ２学期末考査発表

8日(木)～14 日(水)  

２学期末考査 

22 日(木)  ２学期終業式 

22 日(木)～27 日(火) 

         成績懇談会 

和歌山工業高校定時制 

2011 年 11 月号 

文化・スポーツに大忙し！ 

公開授業実施 
11月 22日(火) 

機械電気科の水田・岡本両先生に

よる公開授業が実施されました。3

次元の鋼材を図面化し、ＣＡＤを使

って機械電気製図の体験をする内容

です。ソフトの性能に驚いたり、生

徒によってとても素早く操作するこ

とに感心したりしながら計４名の先

生方が参観しました。1年生 12 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！！ 
10月28日～31日に田辺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:藤原君(2 機電）銀賞:本郷君(2 建)

川端君(3 建) 銅賞:西里君(3 機電)   

書道の部：金賞:大谷君･北野君(3 機電) 銀賞:川西

君(1D)石本君(3 建)銅賞:辻本君(4 機電) 

家庭の部：銀賞：藤岡君(2 建) 

中学生体験学習 
１１月9日（水） 

学校案内と建築科による住宅模型製

作体験、施設見学などに中学生・保護

者・中学校の先生方 4名の参加がありま

した。見かけ以上に手間のかかる住宅模

型に真剣に取り組み、進路決定の参考に

なり、充実した時間を過ごせたという感

想が寄せられました。 

講演する高橋さん 



 
 
 
 
 
 

実習授業風景のスナップです。 
 実習は寒さが厳しい中、特に気合を入れて頑張っています。 

 

 

 

 

 

 

 

2学期終業式 12月 22日（木） 

校長から、「今年は東日本大震災や台風 12 号の災害があり、あらためて人の命の

大切さを認識した年でした。年末年始の気のゆるみを戒めて、本を 1冊でも読んで欲

しい。」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10日（火） 

 教頭より、あらためて学校生活の大切さと仲間の大切さが話され、卒業・進級へ向
けて最後の頑張りを見せて欲しいと挨拶がありました。また、生徒指導部長は 

「ＣＨＡＮＣＥに一工夫加えればＣＨＡＮＧＥできる。」と話されました。 

薬物乱用防止講話１月17日（火） 
和歌山西警察署生活安全課の植地警部補を講師に招いて講演会が開かれました。

実際に起こった事象を映像化した DVD「TRAP」を用いて、薬物乱用の怖さを伝えら
れました。「薬は、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。

薬物乱用は一度踏み込むと後戻りができない恐ろしいことで、正しい知識を持つこと

はとても大切なことです。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。 最近は、幻覚や興奮作用を引き起こす化学物質を植物片に混ぜ、ハー

ブと称して売っている業者もあり、それらは「脱法ハーブ」と呼ばれ、若者を中心に

全国で吸引などの乱用が広まっています。決して他人事としてではなく、危険はすぐ

近くにあると自覚して欲しいとも言われました。 
           
           
           
           
            
           
            
           
           

 

2 月行事予定 
4 日(日)：於青陵 

定通体育新人大会 

6 日(月)～9 日(木)  

3･4 年学年末考査 

12 日(日) 

 危険物取扱者試験 

15 日(水)  

予餞会 

20 日(月)  3･4 年登校日 

29 日(水) 

 卒業式予行 

和歌山工業高校定時制 

2011 年 12 月･2012 年 1 月号 

AED研修実施 
1月 24日(火)  
本校の多くの先生方が参加し

てＡＥＤの使い方の研修を行い

ました。 

救急車が到着するまでの平均

時間は６分ということです。  

その間の対応が生死を分ける

こともあるようです。 

人工呼吸や心臓マッサージな

どの研修を熱心に受講しまし

た。 

保健室と職員室に常設されて

いるＡＥＤですが、必要なこと

が起きないように願っていま

す。 

専科生募集 
 

本校では、工業の専門的な

勉強を希望する人で、高等学

校以上の学校を卒業してい

る人を対象に、機械電気科

(機械ｺｰｽ/電気ｺｰｽ)、建築科

で専科生を募集しています。

 

出願受付期間 

1/17(火)～3/16(金) 

検査日  3/27(火) 
 
詳しくは本校までお問い合

わせください。 



３月行事予定 
1 日(木)  卒業式 

2 日(金)～8 日(木)  

1･2 年学年末考査 

23 日(金) 

３学期終業式 

 

入試関係 
2 日(金)5 日(月) 

一般選抜本出願 

12 日(月)  

   一般選抜学力検査 

13 日(火) 

   一般選抜面接･作文検査

21 日(金) 

   一般選抜合格発表 

 
 
 
 
 
 
 定通体育新人大会開催２月４日（土） 
 昨年より計画されていた定通体育新人大会が青陵高で開催されました。 

本校からは、バドミントンの部に 3建本村君、2建濱口君、1D 伊勢君が出場し、 

それぞれ奮闘しました。16 名が出場し、本村君が優勝し初代チャンピオンに 

なりました。濱口君が 5位、伊勢君も 10 位と健闘。今後が期待されます。 

 また、当日欠席して参加できなかった選手の代わりに先生方が飛び入り参加 

 本校の建築科の浜地先生も生徒に交じって奮闘しました。 

 

 

予餞会 ２月 15日（水）  今年も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、日頃とはまた違った生徒の一面を見せ

てくれました。しっかり練習したかと思わせる生徒や実力？を発揮できずに悔し

かった生徒もあったようですが、和気あいあいと楽しい時間を過ごしました。 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和歌山工業高校定時制 

2012 年 2 月号 

卒 業 近 づ く！ 

さぁーて・・・うまいのは誰かな？ 

卒業生表彰（卒業式予行分）以下の生徒が表彰されました。
全国定通教育振興会会長賞    川 端 亮 介（３建）

県定通教育振興会会長賞     門 脇 友 暉（３機電）

定時制ＰＴＡ連合会会長賞    辻 本  歩（４機電）

西日本工業高校建築連盟会長賞  川 端 亮 介（３建）

精 勤 賞 （平成２３年度）  川 端 亮 介（３建）

さぁーやるぞー！！ 

表彰式 

イェイェーイ！ 

挨拶 



 
 
 
 
 
 
 
卒業証書授与式３月１日（木） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寒かった 2月から一転、暖かい日となった 3月 1日、 

卒業式が挙行されました。校長から、４年生 機械 

電気科４名、建築科３名、３年生 機械電気科５名、 

建築科２名の合計１４名に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建の東浦健人くんの送辞の後、4機電濱中凌くんが、何度もくじけそうになった事や、もっと学校生活を楽 

しんでおけばという思いを語りながら、それでも仲間と共に過ごした毎日を思い、後輩に「後悔することのない高校生 

活を送って欲しい」と答辞が読み上げられました。社会全体が厳しい時代に新しい生活に向っていく卒業生に激励とお 

祝の「おめでとう」の言葉を送ります。 

終業式 ３月２３日（金） 
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。 

退職・転出された先生方  

西脇英雅(退職:校長)・高木久起(転出:紀の川高校 数学) 

田原一磨(転出:和工全日制 工業) 仲 彩佐(転出:養護) 

和歌山工業高校定時制 

2012 年 3 月号 

卒業は、一つの終わりと新たなスタート！ 

生徒表彰：よく頑張りました！！ 

定時制での皆勤は、一層重みがあります… 

１年間 皆勤賞：1A 根來聖悟 1C 西浦寛人  

21日(水) 一般選抜合格発表 

22日(火) 合格者説明会  

30日(金) 追募集合格発表･説明会 

また、新しい仲間が加わります。 

卒業証書授与 

記念品贈呈 


