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和歌山工業高等学校定時制平成２７年４月号

（ ）、 。４月８日 水 離任式・新任式・始業式が行われました
この３月で退職・離任された先生からそれぞれご挨拶いただ
きました。

始業式では、中前校長先生から「本校定時制を卒業した先
輩で産業界・経済界で活躍されている、企業経営者がたくさ
んいる。諸君が卒業したら、先輩方からさまざまな支援が得
られるので、本校定時制で学んでいることに誇りを持ってほ
しい。そして、人間性を磨き、生活する糧を得られるよう進
級・卒業を目指して頑張ってほしい 」とのお話がありまし。
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。
新谷慶子（退職：国語 、村瀬一也（退職：工業 、金城正明） ）
（転出：和工全日制 工業 、細川猛志（転出：和歌山東高）
等学校 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。
＊＊＊＊（＊＊：＊＊＊＊高等学校）、永井朋子（工業：和工
全日制）脇田一徳（国語：有田中央高等学校）、保田珠美代
（事務：和工全日制）

４月９日（木 、本科生３４名（新入生２９名・転編入生５名））
・専科生１名を迎えて入学式が挙行されました。中前校長から
『坂本龍馬の言葉「何の志も無きところに、くずくずして日を
送るは、実に大馬鹿者なり」を紹介され、高い志・目標を持っ
て充実した学校生活を送って欲しい。また、大きい声での挨拶
を励行してほしい 』との激励の式辞があり、岡本育友会長か。
らも、和歌山の産業の担い手として期待しているとの励ましの
祝辞をいただきました。

新入生を代表して１年 組二宮皐臣（にのみやたかおみ）D
君が「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頑張ります。」と
力強く宣誓しました。



- 2 -



- 3 -



平成２７年５月号 和歌山工業高等学校定時制

４月２８日（火）、和歌山工業
高等学校本館６階多目的ホール
において生徒会主催の新入生歓
迎の映画鑑賞が行われました。

新入生もそろそろ学校生活に
慣れてきたようです。

５月１８日（月）、和歌山県
警本部生活安全部少年課の井上
浩孝氏・草田耕平氏・東 和奈
氏を講師にお迎えして非行防止
教室を開催しました。

プレゼンテーションソフトを
使いながら、規則や法律を守る
ということは当たり前のことだが、それは自分を守ることでもあると強調されていました。
軽犯罪から薬物乱用まで少年が関わる可能性のある犯罪について詳細に説明いただきまし
た。最後に、間違った行動を思い止まるには、深呼吸や少し立ち止まって考えてから行動
することが効果的であり、間違った行動を未然に防ぐためには仲間の力も必要であると言
及されていました。生徒たちもあらためて「犯罪には関わってはいけない。」と気を引き
締めていました。

５月１９日（火）、体育館で前期球技大会が
開催されました。生徒たちは、使い慣れない、
柔らかいソフトバレーボールを上手に操り、白
熱したラリーが続きました。上位入賞チームに
は生徒会から図書券等の賞品がでることもあり、
熱戦が繰り広げられました。結果は、２年建築
科のチームが３年機電科のチームをやぶり優勝
しました。日頃の表情とは違う一面を生徒たち
は見せてくれました。

６月の主な行事予定
日（火）交通安全講話

５日（金）育友会総会･懇談会
７日（日）全国定通体育大会和歌山県予

選（バドミントン・本校）
１４日（日）危険物取扱者試験
１７日（水）教育振興会総会
１９日（金）生徒総会
２４日（水）期末考査時間割発表



平成２７年６月号 和歌山工業高等学校定時制

６月２日（火）、和歌山西警察
署の田和裕基交通係長を講師にお
迎えし、交通安全講習会を開催し
ました。田和交通係長は、交通安
全に関するビデオを上映した後、
係長自身が体験された悲惨な交通事故の事例を紹介してくれました。生徒たちは今まで以
上に交通安全に徹して自転車や原付を運転してくれることと思います。

６月７日（日）、第１７回全
国高等学校定時制通信制バド
ミントン大会和歌山県予選が
本校体育館で開催されました。
熱戦の結果、北口広樹君（２

年機電科）と吉増凱斗君（２
年建築科）はシングルで、松
本多朗君（２年建築科）と岩
井達哉君（年２機電科）はダ

ブルスで、それぞれ夏休みに小田原アリーナで行われる全国大会への出場をはたしました。

７・８月の主な行事予定 育友会総会・個人懇談会
６月５日（金）、育友会総

７月 会が本校３階集会室で開催
１日（水）～７日（火） されました。育友会は、生

１学期期末考査 徒の学校生活を支える保護
８日（水）・９日（木） 者の皆様と教員からなる集

答案返却等 まりです。総会終了後には
８日（水） 個人懇談会が行われました。

インターンシップ開講式

９日（木）・10日（金） 教育振興会総会
インターンシップ事前指導

６月１７日（水）、教育振
10日（金） 興会総会がアバローム紀の

追認考査（第１限） 国で開催されました。教育
17日（金） 振興会は、本校定時制の工

１学期終業式 業教育を財政面から支援し
17日（金）～22日（水） ていただく企業や個人の方

懇談会 々の集まりです。今年の総
８月 会には、例年より多くの会

６日（木）３・４年生登校日 員の方々が出席していただきました。今後ともご支援
20日（木）１・２年生登校日 ・ご協力をよろしくお願いします。



平成２７年７・８月号 和歌山工業高等学校定時制

７月１７日（金）が台風１１号による大
雨警報発令により臨時休校となった関係で、
７月２１日（火）に１学期終業式が行われ
ました。終業式に先立って、全国高等学校定通体育大会和歌山県予選（バドミントン競技）
で入賞した北口広樹君（２年機電科）、吉増凱斗君（２年建築科）、松本多朗君（２年建
築科）、岩井達哉君（２年機電科）がそれぞれ表彰されました。

終業式では、出張の中前校長に代わって、宇田教頭から「江戸時代の会津藩の６歳から
９歳までの藩士の子弟間にあった『什の掟』についての紹介があり、内容的には封建的・
儒教的で現代にはそぐわないものもあるが、現代にも最低限絶対に守らねばならない法律
・条例等の社会のルールがあり、現代にも『ならぬことはならぬものです。』があること
を知って欲しい。そして、この夏休み中、規則正しい生活を送って、９月には全員が元気
に登校して欲しい。」との話がありました。

８月１７日（月）から８月２０日（木）まで神奈川県小田
原市で開催された全国高等学校定通体育大会（第１７回バド
ミントン競技）に本校の北口広樹君（２年機電科）、吉増凱
斗君（２年建築科）、松本多朗君（２年建築科）、岩井達哉君
（２年機電科）の４名が個人戦・団体戦に出場しました。

試合の結果は、団体戦では、１回戦で強豪の東京都と対戦
し、惜敗しました。

個人戦では、北口広樹君（２年機電科）は２回戦で岡山県
の選手に惜敗しました。吉増凱斗君（２年建築科）も２回戦
で千葉県の選手に惜敗しました。

９月の主な行事予定

１日（火）２学期始業式 18日（金）防災スクール
（２・３限授業、４限ＬＨＲ） （心肺蘇生法・ＡＥＤ）

12日（土）県定通総体 25日（金）和定連和海ブロック学習交流会
（バドミントン・紀の川高校） （大阪市）



平成２７年９月号 和歌山工業高等学校定時制

９月１日（火）、２学期の始業式が行われました。
中前校長先生から「和歌山県出身で、藤ノ木古墳
石棺、高松塚古墳石室、イースター島のモアイ像
など多くの石造文化財を修復にたずさわってきた
石工の左野勝司さんは、『１０分今日した仕事を
反省し、明日の仕事のことを５分、夢見る』こと
を若手の石工に口をすっぱくして教えている。左
野さん自身、１日の終わりには必ず仕事内容をメ
モに書き出し、道具を整理しながら明日の仕事の
段取りを考えておられる。生徒諸君も毎日の終わ
りの１５分のうち１０分で自分の１日の言動の反
省し、５分で自分の将来のことを考える習慣をぜ
ひとも身につけてほしい」とのお話がありました。

９月１２日（土）、県定通高校総体バドミントンの
部が紀の川高等学校体育館で開催されました。本校
から中土井晃紀君（３年建築科）・北口広樹君（２年
機電科）・岩井達哉君（２年機電科）・吉増凱斗君（
２年建築科）・松本多朗君（２年建築科）の５名が出
場しました。

個人戦では、北口広樹君が優勝し、吉増凱斗君が
準優勝となり、団体戦でも優勝しました。その結果
１１月１日（土）に和歌山県立体育館で行われる近
畿高校定通体育大会への出場を決めました。

９月１８日（金）、和歌山市中消防署南分署救命
救急士の前田さん・上野さん・堂浦さんの３名を講
師にお迎えして、高校生防災スクールを実施しまし
た。

生徒たちは、３つのグループに別れて２名ずつで
心肺蘇生法と AED の講習を受けました。人の生命
を救うことの重要さを感じて、全員真剣に取り組ん
でいました。

10月の主な行事予定
２日（金）秋季遠足（波早ビーチ） 10日（土）県生活体験発表大会(日高高校)
８日（金）２学期中間考査時間割発表 15日（木）２学期中間考査

～20日（火）



平成２７年１０月号 和歌山工業高等学校定時制

９月２５日（金）、和海ブロッ

ク学習交流会が大阪市の日本一の
超高層ビル「あべのハルカス」で
開催されました。本校からは生徒
会役員の５名が参加しました。

参加者は地上３００メートルか
らの大阪市の風景を鑑賞しまし
た。また、定時制高校の生徒会役
員の交流はお互いに刺激になり、

今後の活動の活力にもなります。

１０月２日、和歌山市田野にあ

る波早ビーチへの遠足が行われま
した。参加した生徒たちは、浜辺
を散策しました。中には、釣り道
具を持参して魚釣りを楽しむ者も

いました。その後、波早ビーチの
バーベキュー施設で焼き肉や焼き
そばを先生方と一緒に作り、おい

しくいただきました。

１０月４日（日）、写真部の秋の撮影会
が兵庫県洲本市にある国営明石海峡公園

（淡路地区）で実施されました。
写真部の高木康明君（４年機電科）・池

之坊侑弥君（３年建築科）・坂口祐貴君（
２年機電科）の３人は、顧問の田中先生

の指導のもと、南海フェリーからの風景
や国営明石海峡公園の自然を撮影しました。

11月の主な行事予定
１日（日）近畿高校定通体育大会 17日（水）薬物乱用防止講座

（バドミントン・県立体育館） 20日（金）文化祭
５日（木）中学生体験学習 26日（木）球技大会
７日（土）和定通研生徒作品展示会 27日（金）生徒総会

～８日（日）（田辺市文化交流センター） 30日（月）期末考査時間割発表
12日（木）和定連宿泊研修（和歌山市加太）
～13日（金）



平成２７年１１月号 和歌山工業高等学校定時制

１１月１日（日）、和歌山県立体
育館で第５１回近畿高等学校定時制
通信制体育大会（バドミントン競
技）が開催され、和歌山県代表と
して本校の生徒が出場しました。
個人戦では１回戦で２名とも敗れ
ました。団体戦では本校５名が練
習の成果を発揮して１回戦で兵庫
県の飾磨工業高等学校多部制１・
２部に勝ちましたが、２回戦で大
阪府の向陽台高等学校に敗れまし
た。

１１月１７日（火）、和歌山西警察署生活安全課の松田正登警
部補と室谷幸伸巡査長を講師にお迎えし、「薬物乱用防止講話」
を開催しました。松田警部補からプレゼンテーションソフトで
様々な薬物を服用した場合の副作用や人体に及ぼす影響につい
て解説していただきました。その後、大学を卒業し就職した青
年が、ストレス発散のため軽い気持ちで覚醒剤に手を出してし
まい、やがて会社を辞めざるを得なくなり、最後には警察に逮
捕されるという DVD を鑑賞しました。松田警部補は、薬物へ
の誘惑は身近なところにあるが、絶対に手を出してはいけない
ということを繰り返し強調されていました。

１１月２０日（金）、文化祭が開
催され、生徒が授業で取り組んだ
作品がたくさん展示されました。

そして、県立紀伊風土記の丘の
山本康博総務課長、佐々木学芸課
長、萩野谷正宏学芸員を講師にお
迎えして「勾玉づくり」教室を開

まがたま

催しました。佐々木学芸課長から
和歌山県の古墳時代についての簡単な説明を受けた後、生徒たちは、蝋石をサンドペーパ

ろうせき

ーで削って形を整え、勾玉を完成させ、楽しい１日を過ごしました。

12月の主な行事予定
７日（月）

２学期期末考査
24日（木） ２学期終業式

～11日（金） 24日（木）
保護者懇談会

14日（月）
答案返却

～28日（月）
～15日（火）

16日（水） 追認考査（第１限）



平成２７年１２月号 和歌山工業高等学校定時制

１１月２６日（木）、生徒会主催
の校内球技大会が開催されました。
生徒はバドミントンか卓球のいずれ
かにエントリーしてトーナメント方
式で熱戦がくりひろげられました。

この大会の良さは、学年や学科・クラスの枠を超えて対戦・交流するところにあり、生
徒たちは日頃の表情とは違う一面を見せてくれました。バドミントン・卓球のそれぞれの
１位から３位までの入賞者には生徒会から豪華な景品（図書券）がおくられました。

１１月２７日（金）、後期の生徒
総会が開催され、前期総会以降の
経過報告がありました。

その後、生徒会役員の選出があ
り、会長には北口広樹君（２年機電科）、副会長には坂口祐貴君（２年機電科）・松本多
朗君（２年建築科）・吉増凱斗君（２年建築科）・二宮皐臣君（１年A組）、書記長には岩
井達哉君（２年機電科）が選ばれました。生徒会役員のほとんどが入れ替わり、どのよう
な活動を見せてくれるでしょうか。今後の活動に期待します。

１２月２４日（木）、２学期の終業式が行われました。
終業式に先立って、第６１回和歌山県高等学校定時制通
信制生徒作品展示会及び第３５回和歌山県高等学校製図
コンクールで入賞した８名の生徒がそれぞれ表彰されま
した。

終業式では、出張の中前校長に代わって宇田教頭から
「２学期末そして今年の締めくくりを今こそ、じっくり
自分を見つめ直して、自分なりの目標を立て『卒業後、
自分はこうなりたい！』という夢を育んでほしい。また、
映画『海難１８９０』の入場引換券が担任の先生から配
付されるので、冬休みを中心にできるだけ鑑賞してほし
い。」との話がありました。

１月の主な行事予定
８日（金）３学期始業式 13日（水）選挙出前講座（３・４限）

（２・３限授業、４限LHR）
12日（火）転編入予備面接・出願受付開始 25日（月）３・４年生学年末考査発表



平成２８年１月号 和歌山工業高等学校定時制

１月８日（金）、３学期の始業式が行われました。中
前校長先生から「現代は生きていくうえで、何を目標
にしていったらよいかが難しい時代であるが、将来、
何をやりたいのかを自分自身を見つめ直してほしい。
また、締めくくりの学期であるので、進級・卒業を目
指して頑張ってほしい。」とのお話がありました。

１月１３日（水）、昨年６月の公職選挙法改正に伴い、
選挙権年齢が１８歳に引き下げられたことから、県選挙
管理委員会事務局の泉 俊輔主事を講師にお迎えして、
選挙出前講座「『選挙』の大切さを知ろう」を開催しまし
た。

泉主事から「投票することの意義」、「投票方法」及び
「投票と選挙権運動等についてのＱ＆Ａ」について詳細
に説明していただき、本校生徒の政治や選挙についての
関心が高まり、社会参画への意識が向上しました。

１月２７日（水）、学校評議員会が開催されました。中前校長
の挨拶後、学校側から今年度の進路状況、生徒指導、授業評価、
学校評価等々について説明を行いました。その後、出席いただい
た３名の学校評議員の方々から本校の教育活動に対するご感想・
ご提言をいただきました。

２ 月 の 主 な 行 事 予 定
１日（月）

３・４年生学年末考査
７日（日） 危険物取扱者試験

～４日（木） ９日（火） 予餞会（ボウル１２３）
３日（水） 地震・津波避難訓練 16日（火） ３・４年生登校日

（１・２年生） 24日（水） １・２年生学年末考査発表
６日（土） 県高校定通選手権大会 29日（月） 卒業式予行

（バドミントン競技）



平成２８年２月号 和歌山工業高等学校定時制

２月３日（水）、１・２年生を対象に巨大地震が発

生し津波が襲来するとの想定のもと、新館６階（免

震構造）へ避難する訓練が実施されました。生徒た

ちは担任の先生に誘導されながら階段を使って６階

多目的ホールまで避難しました。その後、昨年に引

き続き、東日本大震災の巨大津波が住宅や田畑を破

壊するＤＶＤを鑑賞し、あらためて津波の恐ろしさについて学習しました。

２月６日（土）、きのくに青雲高等

学校体育館において県高等学校定時制

通信制課程選手権大会（バドミントン

競技）が開催されました。熱戦の結果、

本校の松本多朗君（２年建築科）が優

勝、吉増凱斗君（２年建築科）が準優

勝、北口広樹君（２年機電科）が第３

位となりました。

２月９日（火）、恒例のボーリング大会で卒業を祝

う予餞会が、和歌山市のＢＯＷＬ１２３において開催

されました。中前校長先生の開会挨拶の後、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。これで全学年が一堂に集う学校行事は最後とな

ります。３月１日（月）には、３年・４年の卒業生は

学舎を巣立っていきます。３年・４年の卒業生には、

高校生活の思い出を大切にしてほしいと思います。

３ 月 の 主 な 行 事 予 定
１日（火） 卒業式

２日（水）
１・２年生学年末考査

～８日（火）

９日（水） １・２年生答案返却

24日（木） ３学期終業式
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３月１日（火）、平成２７年度卒業証書
授与式が挙行されました。機械電気科４
年５名、建築科４年７名、機械電気科３
年６名、建築科３年５名の計２３名に、
中前校長から卒業証書とお祝いの言葉が
贈られました。また、和歌山県教育委員
会様、和歌山県知事様（メッセージ代読）、
柳瀬教育振興会副会長様、岡本育友会長
様、西村同窓会副会長様からそれぞれ祝
辞をいただきました。北口広樹君（２年
機電科）が張りのある声で生徒会行事や
クラブ活動で一緒に過ごした思い出を送
辞で読み上げ、財津直弥君（４年機電科）
が就職という目標を達成した価値ある卒
業をかみしめて答辞を読み上げました。
最後に、春秋に富む卒業生２３名の前途
に熱いエールを送ります。

３月２４日（木）、３学期終業式が行われました。
中前校長先生から「仕事と学業を両立している諸君
はえらいと思う。特に皆勤賞や精勤賞で表彰された
生徒には頭がさがる思いである。今後、自分のこれ
からの生き方については、周りの人はアドバイスは
してくれるが、最終的には自分で決定しなければな
らない。自分で生き方を決めたうえは、一層積極的
に取り組んでいってほしい」とのお話がありました。

４ 月 の 主 な 行 事 予 定
８日（金） 離任式・新任式・始業式
11日（月） 入学式
12日（火） 対面式 身体測定


