
 
 
 
 
 
 
 
新年度いよいよ始まる！！２６名の新入生が入学！！ 
 
離任式・新任式・始業式 ４月 8日(月) 
 この３月で離任された岡本尚先生から「1年という短い期間にもかかわら
ず、充実した教員生活で、今後にこの経験を生かしたい。」とご挨拶をい

ただきました。 
始業式では校長より「昨年度は、いじめや体罰など学校を取り巻く暗い

ニュースが多かったが、自分の近未来を考えるために自覚的な生活をする

ことが大切である。自分の言動や行動が意識できるようになろう。」と講

話があり、教務・保健・生指から新年度の心掛けが伝えられました。 
さらに、進路から「卒業」は資格であって目標ではない。卒業後の就職・ 
進学が目標で、企業は「協調性・基本的生活習慣・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力等を求め 
ている」それらを培うために授業を大切にし、働くことの大切さを考えよ

うと話がありました。 
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。 
岡本尚也（転出:和工全日制 工業）岡崎公人（転出:和聾学校 事務） 
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。 
内籐茂（工業:和工全日制）細川猛志（事務:和聾学校） 

 

入学式 ４月９日(火) 
 本科生 26 名（新入 24 編転入 2）を迎えて入学式がありました。校長よ
り「将来へむけての夢や志を道しるべとして、自分の個性を発揮して欲し

い。また、自覚ある生活をして、健康で安全な学校生活を送って欲しい。」

と激励の式辞があり、岡本育友会長からも励ましの言葉をいただきました。 
 新入生を代表して星山郁人君は、「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、校長から激励の握手を受けました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対面式・身体測定等忙しい毎日が始まる・・・ 
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毎日です。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。 
仕事をすることは世の中に責任を持ち、大人になるための第一歩です。 
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。新入生を応援しています！！ 
 

５月行事予定 
2(木)新入生歓迎会 

12(日)遠足 

16(木)眼科検診 

17(金) 球技大会 

17(金) 中間考査発表 

23(木) 歯科検診 

24(金)～29(水) 

中間考査 

30(木) 非行防止教室 
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2013 年 4 月号 

入学式

新入生代表宣誓
和歌山工業高校定時制 

はどんな学校？ 
 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。 

新入生代表挨拶



継続のスクール・カウンセラーと復帰の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麻由美先生は 5年目にな
ります。毎週木曜日に来られるＡＬＴは今年は、

ダニエル・ローヅ先生が 2年ぶりに復帰されまし
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。 

中間考査 5月 2４日（金）～２９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･･･？ 

 
 
 
 
 
 
 
新入生歓迎会 5月２日（木） 
 恒例の映画鑑賞が６階多目的ホールで行われました。 
遠足 5月 12日(日) 

20年近く行われていなかった久しぶりの遠足復活、昔は恒例だったみさ
き公園の遠足。動物園は、大きくなってからでも結構楽しいものです。猿

山のサルにしても、キリンやライオンにしても動物園ならではの行動パタ

ーンがあり、動物の生態はじっくり見ていても飽きないものです。癒され

た人も多かったのではないでしょうか… 

 
 

 

球技大会 5月 15日（水） 
 昨年から採用されたソフトバレー大会。日頃扱いなれない柔

らかいボールを、思いのほか上手に操り、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。 
 なんと 1年生のチームが上級生を抑えて優勝、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、日頃の表情とは違う一面を見せてくれます。 

 

非行防止教室開催 5月３０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前田係長、ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰの阪本氏

の 2 名がお見えになり、ﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄを使いながら、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。「決まりを守ることは自分を守ること！」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 

という事を中心に話していただきました。特に、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、学校での人権侵害(いじめや暴力など)には、時として警察が関わることもあると 

言われました。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強調され 

ました。 

６月行事予定 
 

5 日(水) 交通安全講話 

7 日(金) 育友会総会･懇談会 

9 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 

19 日(水) 教育振興会総会 

21 日(金) 生徒総会 

     計算技術検定 

25 日(火) 期末考査発表 

和歌山工業高校定時制 

2013 年 5 月号 



７・８月行事予定 
7 月 

2 日(火)～8日(月)  

1 学期末考査 

9 日(火) ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ開講式 

   答案返却等(～10 日) 

9 日(火)～11 日(木) 

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ事前指導 

19 日(金) 終業式 

19 日(金)～23 日(火) 

   個人懇談会 

危険物補習 

乙 4  7/24-30 

8 月 

6 日(火) 3・4 年登校日 

20 日(火) 1・2 年生登校日 

 
 
 
 
 
交通安全講習 ６月 5日（木） 
 昨年に引き続き、和歌山西署交通課から大石係長、仲垣内巡査長お二人の方が見
えられ、全校生徒にお話をしていいただきました。交通事故による死者は全国的に減

少傾向だが、高齢者の占める割合が増加していることや、和歌山市内での事故多発交

差点の周知、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。四輪や原付での通学生が多い定時制では、特に気をつけ

ることが必要だと言われました。少しの注意で防げる事故も多いので気をつけて通勤

通学して欲しいですね。  

 

 

 

 

全国定通体育大会県予選（卓球・バドミントン） 
６月９日（日）   ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ西谷君 全国大会へ！！ 
 卓球は、本校、南紀、青陵・きのくに青雲、紀の川、海南の各校 18 名が参加して、
青陵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 2 機電林君が

出場、1回戦を勝ち上がりましたが、2回戦で、優勝した南紀高平尾君に敗れあと一歩

のところで全国大会出場を果たせませんでした。 

本校体育館で開催したバドミントンは、出場が本校と海南の２校の 5 名と、さみし

い参加でしたが、シングルスで 2 健の西谷君が本戦で敗れた海南の畑君に敗者復活で

雪辱し、2位代表となり小田原での全国大会出場となりました。 

 

生徒総会開催 ６月２１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 4建山田君と 3機電柑本君 2機電大塚君が議事をすすめ、生徒会執行部を 

中心に進行していきました。今年は昨年の希望であった遠足が実現しました。その他 

の行事や施設設備にまだまだ課題は多いけれども、より充実した学校生活に何が必要 

か一層話を深めて欲しいと思います。 
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2013 年 6 月号 

危険物取扱者試験に挑戦！ 
6月９日(日) 

丙種３人が挑戦し、2名が合格。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7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 16 名の保護者に出席し

ていただき議案が了承され、総会後、

個人懇談が行われました。 

 

教 育 振 興 会 総 会

6月 19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。尾高会長を中心に

多くの企業・個人の皆様の支えがあり

ます。今後ともご支援、ご協力をお願

い致します。 



 
 
 
 
 
 
 

1学期終わる。終業式 ７月１９日(金) 
 
校長より「皆さんの学校生活を見てきて、仕事との両立に頭の下

がる思いです。自身の頑張りを自覚し、良かったこと反省すべきこ

とに気づき、夏休みには是非リフレッシュをし、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ました。中でも生徒指導の岡本先生は、蟻

の世界を例えとして、怠け者でも勤勉でも、その集団のありようで

勤勉にも怠け者にも変わっていくという話をされました。さて生徒

達は夏休みをどのように過ごしたのでしょうか？ 
 

インターンシップに奮闘する生徒達  
 

 毎年夏季に実施されるインターンシップは、「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２名が参加しました。行き先は、紀美野町の

県の動物愛護センターです。県内の野犬保護、犬及びねこの引き取

り、負傷動物の収容などの業務を行っている所です。 生徒たちは、

多くの動物たちが持ち込まれる現状を知るとともに、しつけや訓練、

動物に関する正しい知識と命に対する責任を学び貴重な体験をした

ようです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月行事予定 

 
2 日(月)  2 学期始業式 

15 日(日) 県定通総合体育大会 

 就職選考開始 

27 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 

2013 年 7･8 月号 

懇 談 会 
学校に通う子どもたちの成長は、本人

の頑張りと家庭の支え、それと学校の支

援がうまくかみ合うことでより効果的

に進みます。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。それゆえ日頃 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。 

今年の１学期末の懇談会は昨年以上

に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。 

学校・家庭に加えて職場の協力も得な

がら生徒達の成長を支援し、見守ってい

きたいものです。 

全国定通体育大会 バドミントンの部 

８月1９日～２1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 
として本校からは西谷君（2建）が、団体戦と個人戦に出場しました。 
可能な限りの実力を発揮したものの県予選の参加人数が少ない和歌山は、 
厳しい戦いを勝ち抜くという経験の少なさのためか、残念ながら団体、シ 
ングルスともに完敗でした。 
今後、全国で結果を残すには相当な準備と自らとのたたかいが必要です。 
次なる県定通大会へ向けてさらに練習は続きます。目標は高く、頑張ろう！ 

全国大会写真 栗山写真事務所撮影



２学期始まる。始業式 ９月２日(月)
校長より、生活を切り換えて前向きに学校生活を送ることを期待する

挨拶がありました。その中で、若い女性から聞き取った調査結果として、

社会人として適格でないのはどのようなことかと示され、自覚を持った

生活とはどういうものかと話されました。さらに、教務・保健・生徒指

導の各担当の先生方からの話のあと、教頭から「知識と価値観」につい

て話があり、「学校で学ぶのはまずは『知識』だけれど、その延長線上

で自分の『価値観』をつくっていく、『価値観』は、最後は君たち自身

が決めることだ。一人ひとりが守るべき行為の基準（道徳）を身につけ

るのは、教えられたからではなく、君たち自身が感じることで身につい

ていく。」と話がありました。

（県）定通総合体育大会開催 9 月 1５日(日)

バドミントンで近畿大会出場権 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 2 建の西谷君が出場(於:南紀高校)。１１月に滋賀県で行われる近畿

大会への出場権をかけて熱戦が展開されました。

6 月の大会 2 位の西谷君は、優勝が期待されましたがチャンピオンの

海南高校山名君の壁は厚く準優勝でした。しかし、近畿大会出場権を 2

年ぶりに獲得しました。

和海ブロック学習交流集会 9 月 2７日(金)
本年は、昨年に続き和歌山を出て、大阪天保山の海遊館見学を実施しました。５校１９名の各校生徒会役員が集ま

り、交流を行ないました。本校からは４名の役員が参加し、巨大水槽で泳ぐジンベイザメや様々な魚たちに日頃の喧

騒を癒され、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、お互い共感や共有するこ

とも多く、今後の活動の活力にもなりますね。

１０月行事予定
5(土) 生活体験発表会

13(日) 危険物取扱者試験

16(水) 製図ｺﾝｸｰﾙ審査

15(火)～18 日(金)

中間テスト

和歌山工業高校定時制

2013 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、前

に踏み出すことで次の展望が見

えてきます。また、進学へ向け

推薦入試も始まります。朗報へ

向け、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。



１１月行事予定
1(金) 防災学習・避難訓練

6(水) 中学生体験学習

14(木)15(金)和定連宿泊研修会

15(金) 計算技術検定

20(水) 校内球技大会

21(木) 文化祭

29(金) 生徒総会

和歌山工業高校定時制

2013 年 10･11 月号①

危険物取扱者試験合格

13 日に受験した中から、丙に１

名乙 4 に１名合格、さらに一人で

乙2乙6の両方に合格した生徒も

ありました。資格は一つひとつ積

み上げれば、大きな財産になりま

す。

年に３回のチャンスがあります。

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
１１月３日（日）

滋賀県栗東市民体育館で実施されました。

本校からは、バドミントンで 2 建西谷君が出場し、各県

予選を勝ち抜いた代表と熱戦を繰り広げました。

善戦するも残念！！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 2 建西谷君･粉

河定の井谷君と星本君）が参加しました。海南定チームは、

1 回戦奈良県山辺高校山添分校に勝利し、2 回戦で飾磨工

業に敗戦、合同チームは、1 回戦京都府網野高校間人分校

に善戦するも敗れました。

個人戦では、西谷君は大阪向陽台高校の選手に惜敗。

大会へ向けて練習を重ねてきましたが、結果を残すことは

かないませんでした。和歌山は県予選での参加校が少な

く、勝ち抜く厳しさが足りないのか、なかなか県外の大会

で結果を残せていません。一層の普及と選手層の拡大が望

まれます。
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おめでとうございます。

※トピック

池田先生 県展優秀賞受賞！

本校書道科 池田理恵子先生が 10月に県

立近代美術館で開かれた県展(和歌山県美術

展覧会)で優秀賞を受賞されました。一昨年

まで 2年連続で最優秀賞を受賞されたのに

続いての快挙です。先生の指導のもと、11

月開催の作品展示会での生徒諸君の活躍を

期待します。

建築見学会実施 10.12(土)
4 建の建築実習の一環として、建築見学会を実施しました。事前の下

調べのﾌﾟﾚｾﾞﾝを経て見学したのは、京都府大山崎町にある日本最古の

茶室国宝｢待庵｣のある妙喜庵と有形文化財の本館と安藤忠雄設計の

新館のコラボとなる｢大山崎山荘美術館｣、そして兵庫県芦屋市のﾌﾗﾝ

ｸ･ﾛｲﾄﾞ･ﾗｲﾄ設計の重文「ヨドコウ迎賓館」です。生徒達は建築の醍醐

味と奥行きの深さに感心しきりでした。



防災学習・避難訓練実施 11 月１日(金)
津波防災の日(11 月 5 日)が近づいた 1日、本校でも防災訓練が行われました。

東日本大震災を教訓として和歌山でも少しずつ防災学習・訓練が進んでいます。

今年は、大津波発生の想定で 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。あらためて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。いつやってくるかわからない自然災害には

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。

和定連宿泊研修 11 月 14 日(木)15 日(金)
今年の研修は、高野山遍照光院でした。参加者は県下各校から

生徒 30 名教員 14 名が参加し、奥の院までの散策や「写経」をして、

少しだけ修行気分を味わいました。世界遺産の高野山は、神々しく、

そこでの交流は格別な経験であったようです。

校内球技大会
11 月 20 日（水）
恒例の卓球とバドミントン 2 種目の開催、口とは裏腹に

参加者は真剣そのもの。日頃と違う表情を見せる生徒達

の顔は新鮮です。バドミントンは西谷君(2建)が初優勝、

準優勝は昨年卓球で優勝した木本君(3 機電)、3 位は大

島君(1B)財津君(2 機電) で、敗者復活は小谷君(1B)が

優勝しました。卓球は林君(2 機電)が昨年の雪辱を果た

し優勝、2 位は松本君(2 機電)、3 位は羽田君(1D)坂井

君(2 建) で、敗者復活では森田君(2 機電)が優勝しまし

た。

文化祭１１月２1 日（木）
今年の文化祭は、陶芸体験でした。陶芸工房ぷらゆすから、講師

の方 2 名に来ていただき指導を受けました。各自がろくろを回して、

こねた土団子を少しづつ形にしていきます。最初はうまくいかない

ことも多かったようですが、先生の指導のもと徐々に形になり、

何とか湯のみ？に仕上げて行きました。焼き上がりは年明けとか…

薬物乱用防止講話 11 月 27 日(水)
西署生活安全課の山崎係長が来校され、薬物乱用防止と非行防止を中心に講話

いただきました。インターネット犯罪から身を守る方法や様々な具体的事象を例

に挙げながら、ルールを守ることが自分を守ることにつながり、自分に厳しく他

人には優しくすることが望まれると話されました。

生徒総会 11 月 29 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 建の西谷諒君、副会長に 2 建の木村真里

亜さん、書記長に 2 機電の財津直弥君、会計部長には 2 機電の石

黒翔大君の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。

和歌山工業高校定時制

2013 年 11 月号②

文化・スポーツに充実の秋

中学生体験学習
11 月 6 日（水）

学校の案内と建築科による住宅模型の制作

体験、施設設備見学がありました。戸惑いな

がらも熱心に模型作りに取り組みました。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 16 日 17 日に田辺市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:根来君(3 機電）銀賞:山口君(3 機電)

書道の部：金賞:向山君(3 建) 銀賞:田中君(3 建)根

来君(3 機電)向井(4 機電)湯川君(4 機電)

家庭の部：銀賞：大塚君(2 機電)銅賞:上芝君(2 機電)

美術の部：銀賞:山口君(3 機電)

12 月行事予定
5 日(木)～11 日(水)

２学期末考査

24 日(火) ２学期終業式

24 日(火)～26 日(木)

成績懇談会
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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。座学も実習もそれぞれの大変さがありますが、実習は特

に寒さが大変な教科もあり、気合を入れて頑張っています。

2 学期終業式 12 月 2４日（火）

校長から、各種表彰（総体ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ・作品展・製図ｺﾝｸｰﾙ・球技大会）と共に

２学期の生徒の活動とこの１年を振り返って挨拶がありました。怒りや愚痴のコン

トロールの必要性を説かれ、新春には何か一つ決意を持とう、そして新年度にまた

元気な顔を見せて欲しいと話されました。

個人懇談会開催 12 月 24 日（火）～26(木)

学期末恒例の懇談会、二者三者それぞれですが、保護者の方に来校していただき、

日頃の生徒達の学校での様子や成績について担任の先生と懇談しました。高校生に

もなると学校だけでも家庭だけでもつかみきれない様々なことがあります。

生徒達の成長のための支援には学校と家庭の連携はとても大切なもの。これから

もこのような機会を大切にしていきたいと考えています。

３学期始業式 1 月 8 日（水）

始業式で校長からは、今から数十年前に現在の科学技術を予測できていなかった

のと同様、今後 100 年、さらに予測できない技術の創造が起こり得ること、そして

生徒達に人に役立つ技術や社会をけん引する技術に少しでも関われるようにと話が

ありました。また、毎日面白いことばかりではないが、自分がどう考えるかが大事

で「あきらめず、投げ出さず」毎日を過ごすことの大切さも伝えられました。

岡本指導部長は「浜までは海女も蓑着る時雨かな」を引用し、わざわざ自分を痛

めることはないと話されました。

2 月行事予定
3 日(月)～6 日(木)

3･4 年学年末考査

8 日(土)：於桐蔭体育館

定通体育選手権大会

9 日(日)

危険物取扱者試験

12 日(水)

予餞会

18 日(火) 3･4 年登校日

28 日(金) 卒業式予行

和歌山工業高校定時制

2013 年 12 月･2014 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

1/14(火)～3/17(月)

予備面談〆切 3/14(金)

検査日 3/26(水)

詳しくは本校までお問

い合わせください。



３月行事予定
3 日(月) 卒業式

4 日(火)～10 日(月)

1･2 年学年末考査

24 日(月)

３学期終業式

入試関係
4 日(火)5 日(水)

一般選抜本出願

11 日(火)

一般選抜学力検査

12 日(水)

一般選抜面接･作文検査

19 日(水)

一般選抜合格発表

定通体育新人大会開催２月８日(土)

今年で 3回目となる定通体育選手権大会。バドミントンが 8日桐蔭高校体育館

で開催されました。本校からは、2 建西谷君に加えて 2 建石倉君、1D 中土井君が

初出場し奮闘しました。今年は再び 16 名が出場し、大いに盛り上がりました。

実力者が出場するⅠ部と、比較的経験の少ない生徒達が出場するⅡ部に分かれて

行われました。その結果、Ⅰ部では、西谷君が 2位。海南高校の山名君の壁は高

く優勝にあと一歩のところでした。しかし、Ⅱ部では中土井君が見事優勝、石倉

君も 3位と大検討しました。中村コーチの指導のもと、一生懸命練習に励んだ成

果が発揮されました。

来年度以降の総体や全国大会へ向けて期待が一層高まります。

予餞会 ２月 1２日（水） 恒例のボーリング大会で卒業を祝う予餞会、

生徒の意外な一面が見られる催しです。生き生きとした表情で卒業生と在校生が

最後の交流を楽しみました。団体戦は、2機電の財津君･高木君･西谷君チームが

優勝、個人戦は、卒業生の部では優勝渕上さん、2 位藤岡さん、3 位根來君と若

者を抑えて年長組が経験を生かして実力発揮。在校生の部は 1C田村君が優勝、2

建岡本君、1D星山君が続きました。

和歌山工業高校定時制

2014 年 2 月号

卒 業 近 づ く！

さぁーて？…実力発揮できるかな？

卒業生表彰（卒業式予行分）以下の生徒が表彰されました。

県定通教育振興会会長賞 根來聖悟（３機電）

西日本工業高校建築連盟会長賞 田中佑一（３建）

さぁーやるぞー！！

挨拶

ソレェー！！

よっしゃー！！



生徒表彰：よく頑張りました！！
全国定通教育振興会会長賞 3機電 吉見涼

定時制での皆勤は、一層重みがあります…

しかも連続受賞というからすごい！！

１年間 皆勤賞：2機電 財津直弥・津野澪士

2建 楠知征

卒業証書授与式３月３日（月）

3 月 3 日好天のもと、無事卒業式が挙行されました。４年生 機械電気科１名、建築

科５名、３年生機械電気科３名、建築科３名の合計１２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 建の木村真里亜さんが落ち着いた張りのある声で、自らの苦手を高校生活で克服し

たことを送辞に取り上げ、3 機電吉見涼くんは、10 年ぶりに通う決意をした高校を、不

安を抱えながら次第に充実させていったことを語り、就職という目標を果たした価値あ

る卒業をかみしめて答辞を読み上げました。

厳しい時代の中、光明も見え始めています。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２4 日（月）

校長から、1 年間の締めくくりと、新年度へ向けて期待と励まし

の思いをこめ、生きていく上での大切な事を教示された挨拶が

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

小山宣樹校長(退職)・西川裕之教頭(退職)

小林真理教諭(退職)・阪中 潤教諭(転出県教委)

藤田充喜教諭(転出紀北工)

和歌山工業高校定時制

2014 年 3 月号

卒業は、一つの区切りと新たなスタート！

19 日(水) 一般選抜合格発表

20 日(木) 合格者説明会

31 日(月) 追募集合格発表･説明会

また、新しい仲間が加わります。

4 月 8 日(火)始業式

9 日(水)入学式

卒業証書授与

答辞

記念品贈呈

祝 辞




