
 
 
 
 
 
 
 
新年度始まる！！新入生が37名入学！！ 
 
離任式・新任式・始業式 ４月９日(月) 
 この 3 月で離任された先生方からご挨拶をいただきました。西脇前校長
からは和二工が和工定時制に統合された時の思いや生徒への励ましのお話

をいただき、田原先生からは「全日制に変わりましたが定時制での経験を

生かしたい」と決意が語られ、高木先生からは「生徒諸君との出会いを財

産にしたい」とメッセージをいただきました。 
始業式では紀央館高校より赴任された小山新校長より「①安全安心と心

身の健康 ②和を大切にしてなごやかに生活を送る ③自ら自分を評価し、
何事も自ら考える ④時間を大切に」との四点を中心に「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。 
 
退職・転出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。 
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） 
 

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。 
小山宣樹（校長:紀央館高校）宮脇倫生（数学:熊野高校）岡

本尚也（工業:初任）・西脇千智（養護:初任） 

 
入学式 ４月１０日(火) 
 本科生 35名（新入 32編転入 3）専科生 2名を迎えて入学
式がありました。校長より「将来このような仕事をしてみた

い、学校でこのようなことを学ぼうという新しい志を確認し

て欲しい。」と志を持つ大切さを説かれ、定時制の歴史を振

り返りながら激励の式辞がありました。 
 新入生を代表して林 晃輔君は、「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・身体測定等忙しい毎日が始まる・・・ 
新入生と上級生が初めて顔を合わせるのが対面式。新入生は緊張気味ですが、いよいよ学校生活が始まり、

行事が次から次へとつづきます。オリエンテーションに始まり、身体測定や内科検診、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は少ないですが、今の時代就職するのもな

かなか大変です。定時制高校の生活では、できるかぎり仕事のつくことを勧めています。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 
2(水)新入生歓迎会 

16(水) 球技大会 

18(金) 中間考査発表 

24(木) 歯科検診 

25(金)～30(水) 

中間考査 

31(木) 眼科検診 

 非行防止教室 

和歌山工業高校定時制 

2012 年 4 月号 

入学式

新入生代表宣誓

 

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

ないような多くの実習授業があります。 実務代替（就業実績）や資格取得（危険物取扱者や

フォークリフト運転等）による単位取得、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。 15 歳から還暦をこえた方までが机を並べて学んでおり、それぞれがさまざまな目標

を持って毎日頑張っています。 



 



 
 
 
 
 
 
 
新入生歓迎会 5月２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「ぼくたちと駐在さんの 700日戦争」、高校生活と地域の警察官との絡
みをコメディタッチで描いた作品で熱心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（水） 
 今年は初めてのソフトバレー大会。日頃扱いなれない柔らかいボールです

が、思いのほかみんな上手に、結構ラリーが続きました。 
 上位入賞チームには図書券やお菓子詰め合わせの景品もあり、熱戦が繰り

広げられました。 
この大会の良さは、学年や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、授業では見られない表情が楽しみです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

中間考査 5月 2５日（金）～３０日（水）  
 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･･･？ 

 

非行防止教室開催 5月３１日（木） 
全学年を対象に、非行防止教室を開きました。県警

生活安全部少年課から石井係長、ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰの阪本氏の

2 名がお見えになり、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。  

私たちが安全に安心して暮らすために、被害にあわ

ないために「ルールは守るためにある」という事を中

心に話していただきました。 

特に、脱法ハーブや携帯・ネットの悪質な詐欺やメ

ールについては、その危険性を具体的に教えていただきました。また、人権侵害は絶対してはいけないことや 

恐喝・暴行傷害等身近な犯罪の被害者・加害者にならないために日頃の行動が大切であると言われました。 

６月行事予定 
 

1 日(金) 育友会総会 

5 日(火) 交通安全講話 

6 日(水) 教育振興会総会 

10 日(日) 全国定時制通信制 

体育大会和歌山大会 

危険物取扱者試験 

15 日(金) 生徒総会 

     計算技術検定 

25 日(月) 期末考査発表 
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2012 年 5 月号 

スクール・カウンセラーと

ＡＬＴ 
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は 4 年目に
なります。毎週木曜日に来られる

ＡＬＴは今年から米ウィスコン

シン州出身のエリック・ジョンソ

ン先生になりました。 
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。よろしくお願いします。 



７・８月行事予定 
7 月 

2 日(月)～6日(金)  

1 学期末考査 

9 日(月) ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ開講式 

   答案返却等(～12 日) 

9 日(月)～11 日(水) 

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ事前指導 

20 日(金) 終業式 

20 日(金)～24 日(火) 

   個人懇談会 

危険物補習 

乙 4  7/17－19 

丙種  7/25－27 

8 月 

6 日(月) 3・4 年登校日 

20 日(月) 1・2 年生登校日 

 
 
 
 
 
交通安全講習 ６月 5日（火） 
 和歌山西署交通課から大石警部補、仲垣内巡査部長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。自転車にも守るべき交通ルールがあり、

自転車安全利用５則として、①車道原則・歩道例外②車道は左側通行③歩道は歩

行者優先、車道寄り徐行④安全ルール(２人乗り禁止･飲酒運転並進禁止)守る⑤子

どもはヘルメット着用 の遵守と「事故は心のゆるみが引き起こす、過信は禁物」

という事を強調されました。さらに定時制では四輪や原付での通学生も多いので

特に気をつけることが必要だと言われました。自分が事故を起こすとは誰も思っ

ていません。気をつけて通勤通学して欲しいですね。  

 

全国定通体育大会県予選（バドミントンの部） 
６月１０日（日）本村君優勝 全国大会へ！！ 
 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、本校の 4 建本村君が優勝、男子ダ

ブルスでは、海南高の塩路･椎原ペアが優勝し、全国大会へ出場が決定しました。 

本校から、他にもシングルスで 1健の西谷君と松井君、3建の濱口君、ダブルス

では本村・濱口ペアが出場しましたが、勝ちすすむ事はできませんでした。勝つ

ことの難しさと勝った時の喜びを味わった大会でした。 

本村君は全国大会(小田原市)での奮闘を期待しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒総会開催 ６月１７日（金） 
ＬＨＲで集約した意見を生徒会執行部が整理して学校

生活に関わることについて話し合われました。 

 議長団の3機電上田君と3建東浦君1B西谷君が奮闘し

て議事をすすめ、生徒会執行部を中心に進行していきま

した。遠足の実施については課題も多いけれども、もう

少し話を深めて取り組んだらどうかという意見等が出さ

れました。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

和歌山工業高校定時制 

2012 年 6 月号 

危険物取扱者試験に挑戦！ 
6月 1０日(日) 

乙種４人が挑戦しました。年 3回のチ

ャンスがあり、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。 

・・・学校の縁の下の力持ち・・・ 
育友会総会・個人懇談会  6 月１日(金)本校集会室 
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、今年は例年より多くの保護者に出席して

いただきました。 

教育振興会総会  6 月６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。今年は尾高会長の長年の功績に

対して県知事から表彰がありました。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(金) 
校長より「新入生も新しい環境に慣れてきたと思います。私も本校に赴

任して生徒の皆さんとの対話を重ねることで新しいことがいろいろわかり

ました。夏休みに入り、さまざまなことがあるかと思いますが、有意義な

時間を過ごして下さい。」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

について伝えられ、生徒指導の岡本先生は｢随人観美｣（自分の能力・長所

を挑戦して発見し、それを生かしていく…）を取り上げて、「何ができる

か」ではなく「何をしたいか」が大事だというお話があり、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、保健主事の村瀬先

生は熱中症に気をつけて、夏バテしないようにというお話がありました。 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

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、7/9 から開講式・事前指導が始まりました。今夏は、

２年建築科 1 名と昨年から継続の３年機械電気科･建築科各１名の計３名

が参加しました。行き先は、運送会社や県立図書館などです。昨年に続い

て 2年目の経験者も、昨年と異なる場所での体験で一生懸命頑張りました。

県立図書館では「SUMMER 遊 ing」のイベントの会場準備や受付け業務のお

手伝いなど、生徒たちは一生懸命頑張りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災スクールで活躍8月 21日(火) 
 今年は本校を会場として防災スクールが
開かれました。定時制からは、指導員として

村瀬先生と生徒会の濱口君が参加。 他校の

生徒たちに交じって講話を聞いたり救助訓

練を経験したりと活躍しました。実際に役立

つ機会はない方がよいけれど、人と協力した

り、意見の交換をしたりという経験は、さま

ざまな場面で活用されることと思います。 

９月行事予定 

 
3 日(月)  2 学期始業式 

16 日(日) 県定通総合体育大会 

 就職選考開始 

28 日(金)和海ﾌﾞﾛｯｸ学習交流集会

和歌山工業高校定時制 

2012 年 7･8 月号 

懇 談 会 
高校生にもなると、あまり家で学校

のことを話さない生徒も多いようで

す。日頃 学校の情報が少ない保護者

にとっては学期末の懇談会は貴重な

時間です。また先生方にとっても保護

者の方々に生徒達の様子を伝えるよ

い機会です。 

1 学期末の懇談会は大勢の保護者が

来校しました。来られなかった方も電

話で連絡をとったりしています。 

子どもたちの成長は、学校・家庭・

職場などが協力して見守っていきた

いものです。 

危険物取扱者試験補習 
7/17(火)-19(木) 乙種 2名

7/25(水)-7/31(火) 丙種 10 名が危険

物取扱者試験の補習を受け、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。 

全国定通体育大会 
バドミントンの部８月1６日～1８日 
 静岡県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

として本校からは本村君（4 建）が、
団体戦と個人戦に出場しました。団体

では北海道と対戦し、シングルスで健

闘しましたが惜しくも敗れました。 
個人戦では岐阜県の選手と対戦し

ましたがこちらも残念ながら完敗。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。 

SUMMER遊 ingで ウミガメの赤ちゃん…



 
 
 
 
 
 

２学期始まる。始業式 ９月３日(月) 
校長より、生活を切り換えて充実した２学期を送ることを期待す

る挨拶がありました。その中で、高校生の時期は価値観の定まらな

い時期だが、あせらず流されずに乗り切り、仲間意識を培って欲し

いと話されました。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と２学期の大切さについて話がありまし

た。 

 

（県）定通総合体育大会開催 9 月 16日(日) 

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

トンに 4 建の本村君、卓球に 2 機電の木本君が出場(於:粉河高校)。

１１月の京都府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。 

卓球で、本校の 2 機電木本君が１セットも落とさない圧倒的な強

さで３連勝し、初出場初優勝を飾って近畿大会の出場権を獲得。 

バドミントンでは、昨年の大会 2 位の 4 建本村君は、優勝が期待

されましたが 3 位に終わり、個人戦で連続しての近畿大会出場はな

りませんでした。優勝は海南高校の塩路君が、同じ海南高校の椎原

君を退け連覇を達成しました。 

 

和海ブロック学習交流集会 9 月 28日(金) 
本年は、和歌山を出て大阪天王寺の通天閣界隈の見学と大阪市立美術館

見学を実施しました。５校２０名の各校生徒会役員が集まり、大阪の文化

体験の中で交流を行ないました。本校からは 3 名の役員が参加し、串カツ
体験も含めて、楽しく充実した１日となりました。定時制の生徒会で活動

する仲間の交流は、お互い刺激になり今後の活動の活力にもなりますね。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月行事予定 
6(日) 生活体験発表会 

10(水) 製図ｺﾝｸｰﾙ審査 

14(日) 危険物取扱者試験 

16(火)～19 日(金)  

中間テスト 

28(日)近畿定通体育大会 

           (京都府) 

和歌山工業高校定時制 

2012 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。就職状況の

厳しさは相変わらずですが、そ

れにくじけていては進みませ

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を意

識して欲しいものです。 

まず目の前のことを黙々と成

し遂げ、全力を尽くして挑戦す

る気概を持って欲しいと思いま

す。 

大先輩の朗報 
本校の大先輩である島精機製

作所の島正博氏が、外国人とし

ては初となる、世界最大級のア

メリカの繊維歴史博物館の殿堂

入りを果たし、9月 10 日に現地

アメリカで表彰式が行われまし

た。 

最先端技術で世界をリードし

てきたことなどが高く評価され

た島氏は「今後も魅力ある情報

を世界に発信していきたい。」

と語られています。 

アパレルから航空宇宙分野ま

で、世界的にも有名な数々のブ

ランドとの提携で知られる島精

機は、世界をリードする技術を

持つ会社の一つです。偉大な先

輩にあらためて敬意を表したい

ですね。 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和定連宿泊研修会 11月 1日(木)2 日(金) 
今年は、那智勝浦町の漁業協同組合と新宮市高田グリーンランド 

で和定連宿泊研修会が開催されました。初日は特急くろしおが京

都駅でのトラブルのため 2時間遅れで到着。それでも漁協の「マグ

ロ体験ＣＡＮ」でマグロの缶詰づくりを体験。ボイルしたマグロの

ブロックを角切りにして缶詰に詰め、塩とオイルで処理して

ラベルを付けて密封。ここまで生徒が体験し、後は 120℃で 4

時間殺菌処理したものを宿まで届けてくれました。夜の交流

会は、ビンゴ大会やジャンケン勝ち抜き大会で盛り上がりま

した。2 日目は、各学校紹介で現状報告と課題を話し合いま

した。 

 

１１月行事予定 
1(木)2(金)和定連宿泊研修会 

2(金) 防災学習・避難訓練 

5(月) 校内球技大会 

7(水) 中学生体験学習 

16(金)計算技術検定 

22(木) 文化祭 

30(金) 生徒総会 

和歌山工業高校定時制 

2012 年 10 月号･11 月号① 

危険物取扱者試験合格 

14 日に受験した中から、乙 4 に 1

名、丙に 1 名の生徒が合格しまし

た。資格は一つひとつ積み上げれ

ば、大きな財産になります。 

他の生徒達も、是非チャレンジして

下さい。 

近畿定通体育大会ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝの部・卓球の部  
             １０月２８日（日） 
本校からは、バドミントンの 4 建本村君、卓球の 2 機電木本

君が、各県予選を勝ち抜いた代表と熱戦を繰り広げました。 

 

バドミントンの部：1 回戦勝利 善戦す！！京都
市伏見港公園体育館で実施されました。和歌山県代表として、

第 1代表海南定チームと第 2代表合同チーム（本校から 4建本
村君･南紀周参見岸君・紀の川高林君）が参加しました。海南定

チームは、1回戦大阪桜塚高校に３－０で勝利し、2回戦で飾磨
工業に０－３で敗戦、合同チームは、急造ながら 1 回戦京都選
抜チームに３－０で勝利し、2回戦では強豪奈良の天理高に０－
３で敗れました。どちらも 1 回戦を突破する結果となり、さら
なる練習を重ねてステップアップすることが期待されます。 

 
卓球の部：悔しさを次の大会にぶつけよう！！

京都市右京地域体育館で 2 機電木本君が和歌山県チャンピオン
として個人戦に出場… 相手は桃谷高校和田君。 
県予選では圧倒的な強さで勝ち上がった木本君でしたが、大

阪 2 位の和田君に０－３で完敗、近畿の壁は厚く、さらなる練
習の必要を痛感させられたようです。木本君は学校へ帰ってき

て猛練習に励んでいます。 

製図コンクール開催  
１０月１０日（水） 於 箕島高校 
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、2建

田中佑一君が入選、3建本郷凌君が特選に 

選ばれました。おめでとうございます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
防災学習・避難訓練実施 11月２日(金) 
東日本大震災から 1年半あまりたちました。あの震災は、私たち日本人にさまざまな 

教訓をもたらしました。津波防災の日(11 月 5 日)が近づいた 2日、本校でも昨年に引き 

続き防災訓練が行われました。 火災発生の想定で 6階までの避難訓練と、地震津波の 

学習を実施し、「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 

三原則を再確認しました。また、津波防災啓発ビデオ「津波からにげる」のＤＶＤ鑑賞 

とあわせた防災学習を実施しました。人の記憶はなかなか長続きしません。私たちには、 

あの震災の記憶を忘れず、次世代に引き継いでいく責任があります。再度３．１１の映像 

を見た生徒達はあらためてあの震災の激しさを思いだしたようです。突然襲ってくる自然 

災害には日頃の防災意識を高めておくことが重要で、皆真剣に取り組みました。 

 

校内球技大会１１月５日（月） 
恒例の卓球とバドミントン 2種目の開催、日頃と違う表情を見せる生徒 

達の顔は新鮮です。一生懸命になることが少ないと言われる現代っ子ですが、 

参加者は口とは裏腹に真剣そのもの。結果は、バドミントンは本村君(4 建) 

がなんと３連覇、準優勝は南出君(3 機電)、3 位は菅野君(1A)西谷君(1B) で、 

敗者復活では木根君(1B)が優勝しました。卓球は木本君(2 機電)が連覇、 

2 位は最近頭角を現した林君(1C)、3 位は友原君(1B)森田君(1D) で、敗者 

復活では田村君(1A)が優勝しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化祭１１月２２日（木） 
 今年の文化祭は、映画観賞となりました。「ＳＰ革命編」、昨年の新歓 
「野望編」の続編です。ビデオや PCでも様々な映像が見られる昨今ですが、 
大きなスクリーンで見ると迫力が違います。 

生徒総会１１月３０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 2機電の淀澤伸之君、副会長に 
1Bの西谷諒君、書記長に 1Aの財津直弥君、会計部長には 2機電の北川竜之介君の４名が選出されました。 
メンバー全員があたらしく入れ替わりました。どんな活動を見せてくれるでしょうか？奮闘を期待します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 月行事予定 
5 日(水)～11 日(火)  

２学期末考査 

21 日(金)  ２学期終業式 

21 日(金)～26 日(水) 

         成績懇談会 

和歌山工業高校定時制 

2012 年 11 月号② 

文化の秋・体験の秋！ 

中学生体験学習 
１１月７日（水） 

学校の案内と機械電気科によるドリル等の

機械を使った文鎮制作実習体験、施設設備見

学などに中学生・保護者・中学校の先生方 10

名の参加がありました。実習室での工作では

見たこともない機械や工具に囲まれて、真鍮

性の文鎮の制作に真剣に取り組みました。参

加者からは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。 

定通作品展示会 今年も大健闘！！ 
11 月 17 日 18 日に和歌山市の県立図書館で開催され

た県定通生徒作品展示会で、本校は工業・書道・家庭

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:山崎君(3 機電）銀賞:吉見君(2 機電)

渕上君(3 建) 銅賞:半田君(1D)   

書道の部：金賞:上田君(3 機電) 銀賞:岩崎君(1D)福

田君(3 機電)向山君(3 建)銅賞:河合君･畠中

君(4 機電) 

家庭の部：銀賞：根来君(2 機電) 



 
 
 
 
 
 

実習授業風景のスナップです。 

 高校生活の中心は何といっても授業 生徒は仕事と授業の両立の大変さ

を実感しながら頑張っています。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 21日（金） 

校長から、1 年を振り返りながら、新しい年へ向けてリフレッシュと充電の意義、

新年度にまた元気な顔を見せて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8日（火） 

 始業式で校長は、毛利元就の 3本の矢の話から、力を合わせる
大切さと初心忘れるべからずの意味を話され、年頭の挨拶とされ 

ました。 開式にあたって総務部長からお辞儀と握手について話

があり、インテルの長友を例に挙げ、礼を重んじる日本の良さ 

を話されました。生徒指導部長は、多くの人との出会いが宝物に

なると教示されました。式での先生方からの様々な話は多岐に 

わたり、生徒は聞き入っていました。 

 

薬物乱用防止講話１月23日（水） 
和歌山西警察署生活安全課の米田警部補と平野巡査

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。「薬物と知らずに意識せずに入

り込む恐ろしさ、自分は大丈夫という過信、人間は弱い

もので自分をコントロールできなくなる。仲間や異性か

らすすめられたら断れるか？」と問いかけられ、「ＮＯ

と言う勇気を持とう！」と話されました 
 

2 月行事予定 
2 日･9 日(日)：於青陵定通

体育新人大会 

1 日(金)～6 日(水)  

3･4 年学年末考査 

10 日(日) 

   危険物取扱者試験 

13 日(水)  

予餞会 

15 日(金)  3･4 年登校日 

28 日(木) 

   卒業式予行 

和歌山工業高校定時制 

2012 年 12 月･2013 年 1 月号 

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 

1/15(火)～3/15(金) 

検査日  3/26(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(金)  卒業式 

4 日(月)～8 日(金)  

1･2 年学年末考査 

22 日(金) 

３学期終業式 

 

入試関係 
4 日(月)5 日(火) 

一般選抜本出願 

11 日(月)  

   一般選抜学力検査 

12 日(火) 

   一般選抜面接･作文検査

19 日(火) 

   一般選抜合格発表 

 
 
 
 
 
 
 定通体育新人大会開催２月２日（土）9日(土) 
 一昨年より始まった第 2回定通体育選手権大会。バドミントンが 2日桐蔭高校

体育館で、卓球が 9日青陵高校で開催されました。本校からは、バドミントンの

部に 3建濱口君、1B 西谷君が出場し、それぞれ奮闘しました。昨年 16 名が出場

した大会も参加者が 4名と少なく次年度以降の開催が心配ですが、総当たりで行

った結果は濱口君が 2位、西谷君が 3位でした。 

 9 人が出場した卓球は、2 機電木本君が予選・決勝を通じて 6 連勝と圧勝し優

勝しました。向かうところ敵なしといった状況です。1C 林君は善戦しましたが

予選 1勝 2敗でした。今後に期待します。 

 

 

予餞会 ２月 13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、毎年新たなヒーローが生まれます。今年も日

頃とはまた違った生徒の一面を見せてくれ、和気あいあいと楽しい時間を過ごし

ました。卒業生を抑えて 2機電柑本君が圧倒的な強さで優勝。その 2ゲームのス

コアはなんと 159･236 の計 395。2 位は 4機電畠中君の 141･159 の計 300、3 位は

4機電西里君の 141･149 の計 297。ハイレベルで熱のこもった勝負でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和歌山工業高校定時制 

2013 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。
定時制ＰＴＡ連合会会長賞     赤木憲太朗（３機電）

西日本工業高校建築連盟会長賞    本郷 凌（３建） 

さぁーやるぞー！！ 

挨拶 

ソレェー！！ 

イクゾー！！ 

よっしゃー！！ 



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 財津 1B 津野  

    精勤賞：1A 岡本 1D 楠 2 機電西浦 

 
 
 
 
 
 
 
卒業証書授与式３月１日（金） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 月 1 日、夕刻の豪雨で警報発令が心配されましたが、開式直前に 

は雨も上がり、無事卒業式が挙行されました。４年生 機械電気科７ 

名、建築科２名、３年生機械電気科６名、建築科５名の合計２０名に、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(メッセージ代読) 

・尾高振興会長・岡本育友会長・西村同窓会副会長からお祝いの言葉をいただきました。 

2 機電の柑本健人くんが落ち着いた張りのある声で送辞を読み上げました。また、4機電赤木憲太朗くんが、自らを 

「おっさん」と称しながら、不安な高校生活のスタートを、多くの人との出会いを糧にして乗り越えていったことや、 

先輩として後輩たちに「何のために高校へ来ていますか？」との問いかけを投げかけながら気持ちのこもった熱い 

答辞が読み上げられました。厳しい時代に新たな門出を迎えた卒業生に激励とお祝のエールを送ります。 

 

終業式 ３月２２日（金） 
校長から、1年間の締めくくりに、今年度の出来事を振り返り 

ながら話があり、新しい年度へ向けて生徒諸君に期待と励まし 

の思いをこめた挨拶がありました。 

 

先生方の異動がありました。 

転出された先生方  

岡本尚也(転出:和工全 工業)・岡崎公人(転出:和歌山聾 事務) 

和歌山工業高校定時制 

2013 年 3 月号 

卒業は、一つの区切りと新たなスタート！ 

19日(火) 一般選抜合格発表 

21日(木) 合格者説明会  

29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 

送辞 

答辞 

技術優良者表彰 


