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和歌山工業高等学校定時制平成２８年４月号

４月８日（金 、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。

退職・転出された先生方は次のとおりです。長い間ありが
とうございました。

（ ）、 （ ）、中前耕一校長 退職 田中克佳 転出：和工全日制・工業
宮脇倫生（転出：向陽高等学校・数学）
新しく着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。
田村光穂校長（県教育委員会 、中村成均（星林高等学校・）
数学 、廣瀬哲也（和工全日制・工業））
始業式では、田村校長から優秀な技術者（専門的職業人）

を育成する学校づくりをしていくので、本校定時制を卒業し
産業界で活躍している多くの先輩方に負けないよう、生徒諸
君も進級・卒業を目指して頑張ってほしいとのお話がありました。

４月１１日（月 、平成２８年度の入学式が挙行されました。）
田村校長から、機械電気科新入生９名・建築科新入生２名・

建築科３年転入生１名の本科生１２名と機械電気科３年編入生
１名・建築科３年編入生１名の専科生２名の計１４名の入学が
許可されました。

田村校長から一昨年実施された和工創立１００周年記念事業
のテーマ「未来につなげ和工の伝統」が紹介され、生徒諸君に
は先輩方が培ってきた和工の伝統を守り、未来を開く優秀な技

。術者になれるよう頑張って欲しいとの激励の式辞がありました
岡本育友会長様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がありました。

新入生を代表して１年 組岩倉愛斗（いわくらまなと）君がA
「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。
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５月２日（月 、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
会が開催されました。

生徒のアンケート結果をもと
DVDに生徒会で検討した結果、

「心が叫びたがっているんだ」を全員で鑑賞しました。新入生もそろそろ学校生活に慣れ
てきたようです。

５月３日（火 、バドミントン）
部の北口広樹君（３年機電科 ・）
岩井達哉君（３年機電科 ・吉増）
凱斗君（３年建築科 ・松本多朗）
君（３年建築科）の４名は、奈
良県立大和中央高等学校で開催
された、近畿の定時制・通信制
の高等学校１７校が一堂に会し

。た合同練習試合に参加しました
、近畿のレベルの高さを実感でき

良い経験となりました。

５月１７日（火 、前期球技大会が体育館）
で開催されました。生徒たちは、使い慣れな
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豪華賞品がでることも

、 。あり リーグ戦で熱戦が繰り広げられました
結果は、３年建築科・３年機電科の合同チ

、 、ームが第１位 ３年機電科のチームが第２位
３年建築科のチームが第３位となり、田村校
長先生からそれぞれ賞品を授与されました。

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（木）交通安全講話２
７日（火）育友会総会･保護者懇談会

１０日（金）生徒総会
１２日（日）全国定通体育大会和歌山県予

選（バドミントン・本校）
１２日（日）危険物取扱者試験
１５日（水）教育振興会総会

２４日（金）期末考査時間割発表
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６月２日（木 、和歌山西警察）
署の佐木靖和巡査長を講師にお迎
えし、交通安全講習会を開催しま
した。佐木巡査長は、自転車及び
原付に関する事故事例の をDVD
上映した後、ご自身が体験された
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１２日（日 、第１８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、シングルで
、 （ ）は 松本多朗君 ３年建築科

が優勝、北口広樹君（３年機
電科）が準優勝、吉増凱斗君
（３年建築科）が第３位とな
りました。ダブルスでは、北

口広樹君（３年機電科）と吉増凱斗君（３年建築科）のペアが優勝、松本多朗君（３年建
築科）と岩井達哉君（年３機電科）のペアが準優勝し、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。

育友会総会・個人懇談会
７・８月の主な行事予定 ６月７日（火 、育友会）

総会が本校３階集会室で開
催されました。育友会は、７月
生徒の学校生活を支える保１日（金）～７日（木）
護者の皆様と教員からなる１学期期末考査
集まりです。総会終了後に８日（金）・11日（月）
は各クラスごとに個人懇談答案返却等
会が行われました。８日（金）

インターンシップ開講式

教育振興会総会11日（月）・12日（火）
インターンシップ事前指導

６月１５日（水 、教育11日（月） ）
振興会総会がアバローム紀追認考査（第１限）

の国で開催されました。教20日（水）

育振興会は、本校定時制の１学期終業式

工業教育を財政面から支援20日（水）～22日（金）
していただく企業や個人の保護者懇談会
方々の集まりです。今年の８月
総会には、多くの会員の方５日（金）３・４年生登校日
々に出席していただきまし19日（木）１・２年生登校日

。 。た 今後ともご支援・ご協力をよろしくお願いします
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７月１２日（火 （県）教育センター学びの丘特別支）、
援教育課の植野博之課長及び和田伸敏指導主事を講師に
お迎えして 「特別支援教育基礎・基本研修Ⅰ」が開催、
されました。この研修は、児童・生徒のさまざまな特性
（発達障害）について気づき、支援するための基礎的・
基本的知識を習得することを目的としており、本校の先
生方は植野課長・和田指導主事の講演を熱心に聴き、真
剣に研修に取り組んでいました。

７月２０日（水 、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（３年機電科 、松本）
多朗君（３年建築科 、吉増凱斗君（３年建築科 、岩井達哉） ）
君（３年機電科）が、全国高等学校定通体育大会和歌山県予
選（卓球競技）で入賞した鈴木 仁君（１年 組）がそれB
ぞれ表彰されました。

終業式では、所用の田村校長に代わって宇田教頭から「今
日は一学期の終わりという節目の日であり、生徒諸君にはぜ
ひとも夏休み中にそれぞれ将来の目標を設定して、二学期か

らその目標に向けて頑張ってほしい」との話がありました。

８月１７日（水）から８月２０日（土）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１８回バドミン
トン競技）に北口広樹君（３年機電科 、松本多朗君（３年建築）
科 、吉増凱斗君（３年建築科 、岩井達哉君（３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回戦で強豪の愛知県と対戦し
惜敗しました。

個人戦では、北口広樹君（３年機電科）は１回戦を突破しま
したが ２回戦で長崎県の選手に惜敗しました 松本多朗君 ３、 。 （
年建築科）は、１回戦２回戦を突破しましたが、３回戦で富山
県の選手に惜敗しました。

９月の主な行事予定
１日（木）２学期始業式 20日（火）高校生防災スクール

（ ）（ 、 ）２・３限授業 ４限ＬＨＲ 心肺蘇生法・ＡＥＤ
和定連和海ブロック学習交流会９日（金）就職支援セミナー（３・４年）21日（水）

（大阪府泉南郡岬町淡輪）11日（日）県定通総体
（マリーナシティ）（バドミントン・卓球 田辺高校） 30日（金）遠足

13日（火）非行防止講話
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（ ）、 。９月１日 火 ２学期の始業式が行われました
田村校長先生から「２年前の『夏の甲子園大会』
で全国制覇した大阪桐蔭高等学校の中村 誠主将
が、中学３年時に内閣府の『心の輪を広げる体験
作文』中学生部門で最優秀賞・内閣総理大臣賞を
受賞した作文『友から学んだこと』を紹介され、
世の中のすべての人が自分と違う他人を受け入れ
ることこそ、差別のない社会の実現につながって
いくので、生徒諸君も自分と異なる他人を受け入
れる寛容さを持ってもらいたい。また、挨拶を励
行し礼儀を身につけ工業のプロフェッショナルを
目指してほしい」とのお話がありました。

９月１１日（日 、田辺高等学校で県高等学校定）
通総合体育大会のバドミントンの部と卓球の部が開
催されました。バドミントンの部には、中土井晃紀
君（４年建築科 ・北口広樹君（３年機電科 ・岩井） ）
達哉君（３年機電科 ・松本多朗君（３年建築科 ・） ）

（ ） （ ）吉増凱斗君 ３年建築科 ・辻本隼雄君 １年 組B
、 、 （ ）の６名が 卓球の部には 中原隆彰君 ３年建築科

・鈴木 仁君（１年 組）の２名がそれぞれ出場B
しました。

バドミントンの部のシングルスでは、松本多朗君
（ ） 、 （ ）３年建築科 が優勝し 北口広樹君 ３年機電科
が準優勝となり、吉増凱斗君（３年建築科）が第３
位となりました。団体戦では、北口広樹君（３年機
電科 ・吉増凱斗君（３年建築科 ・松本多朗君（３） ）
年建築科）の和歌山工業高等学校 チームが優勝A
し、中土井晃紀君（４年建築科 ・岩井達哉君（３）
年機電科 ・辻本隼雄君（１年 組）の和歌山工業） B
高等学校 チームが準優勝となり、１１月に大阪B
府で行われる近畿定通体育大会への出場を決めまし
た。

B卓球の部のシングルスでは、鈴木 仁君（１年
組）が準優勝し、１０月に大阪府で行われる近畿定
通体育大会への出場を決めました。

10月の主な行事予定
７日（金）２学期中間考査時間割発表 17日（月）２学期中間考査

～20日（木）
８日（土）県生活体験発表大会 30日（日）近畿定通体育大会

(新宮高校) (卓球・大阪府)
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９月３０日（金 、和歌山市毛）
見にあるマリーナシティへの遠足
が行われました。参加した生徒た
ちは、マリーナシティ内の黒潮市
場のバーベキュー施設で焼き肉や
おにぎりを先生方と一緒にいただ
きました。その後、ポルトヨーロ
ッパ内を散策したりして、楽しい
１日を過ごしました。

１０月２３日（日 、本校で一般社団法人全国建築）
連盟主催の「建築 検定試験」が行われ、建CAD CAD

築科の生徒３名が合格を目指して受験しました。
この試験は、自らの建築知識をもとに与えられた条

件のもと、建築一般図を作成する実力を測る、あるい
は与えられた建築図面を システムを使って正しCAD
くトレースする技能を測るなど、 技術のみでなCAD
く基礎的な建築知識が必要です。

補習風景

１０月２４日（金 、和歌山市中消防署南分署の救）
命救急士の門阪さん・井村さん・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
１年生の生徒たちは、心肺蘇生法と の重要さAED
、 。を 中消防署南分署が用意した で学習しましたDVD

その後、２つのグループに別れて２名ずつで心肺蘇生
法と の実技講習を受けました。AED

人の生命を救うことの重要さを感じて、全員が真剣
に取り組んでいました。

11月の主な行事予定
日（水）中学生体験学習 22日（火）薬物乱用防止講話２

25日（金）生徒総会（後期）
２日（水）学校開放週間
～８日（火）

10日（木）和定連宿泊研修（海南市） 27日（日）近畿定通体育大会
～11日（金） (バドミントン・大阪府)

29日（火）期末考査時間割発表18日（金）文化祭
19日（土）和定通研生徒作品展示会
～20日（日） （県民文化会館） 日（水）球技大会（後期）30
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１１月１８日（金 、文化祭が）
開催されました。今年度の文化
祭は、生徒会の役員が企画した
“ものづくり体験”として「お
箸づくり」に取り組みました。
生徒たちは、サンドペーパーや
金属のやすりを使い、思い思い
の形や模様をつけ、蜜蝋で磨き

。 、上げて完成させました その後
制作した箸でカップ麺を食べま
した。

１１月２２日（火 、一般社団）
法人「和歌山ダルク」代表理事の
嶋田ゆか氏を講師にお迎えし、薬
物乱用防止講話が開催されまし
た。嶋田ゆか氏は 「和歌山ダル、
ク」とは薬物依存症者（アルコー
ル・摂食障害を含む ）とその家。
族の支援活動を行っている組織
で、薬物依存者の方が共同生活し
ているリハビリ施設であること説明され、大麻・覚醒剤・ヘロイン等の薬物依存からの脱
却には非常に時間がかかるので、決して興味本位で使用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２７日（日 、第５２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）が大
阪市立東淀川体育館で開催され
ました。団体戦では、北口広樹
君 ３年機電科 ・吉増凱斗君 ３（ ） （
年建築科 ・松本多朗君（３年建）
築科 ・辻本隼雄君（１年Ｂ組））
の和歌山工業チームは、１回戦
は突破しましたが、２回戦で京

都選抜に敗れました。中土井晃紀君（４年建築科 ・岩井達哉君（３年機電科）は和歌山）
選抜チームとして出場しましたが、１回戦で兵庫県の神戸工業高等学校に敗れました。

個人戦に出場した松本多朗君（３年建築科）と北口広樹君（３年機電科）は、それぞれ
１回戦は突破しましたが、いずれも２回戦で敗れました。

12月の主な行事予定
６日（火） 15日（木） 追認考査（第１限）

２学期期末考査～12日（月） 22日（木） ２学期終業式

保護者懇談会
13日（火） 22日（木）

答案返却～14日（水） ～27日（火）
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１１月３０日（水 、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）が贈られました。

１２月２２日（木）が暴風

警報発令により臨時休校にな

、 （ ）った関係で １２月２６ 月

に２学期終業式が行われまし

た。

終業式に先立って、和歌山

県高等学校定通総合体育大会

（バドミントの部・卓球の

部 、和歌山県高等学校製図コンクール及び和歌山県高等学校定通生徒作品展の入賞した）

延べ２１名の生徒がそれぞれ表彰されました。

終業式では、田村校長先生から「本日、表彰伝達の多かったことから２学期の生徒諸君

の頑張りを感じている。資格検定では、夏休みから補習に取り組んだ結果、建築 試CAD

験に３名の合格者がでたことも非常に誇らしく思っている。そして、生徒諸君は、本校で

これから何を頑張りたいのかしっかり考えてほしい 」とのお話がありました。。

１月の主な行事予定
10日（火）３学期始業式 25日（月）３・４年生学年末考査発表

（２・３限授業、４限LHR）

12日（木）転編入予備面接・出願受付開始 31日（火）３・４年生学年末考査

～２月３日（金）14日（土）県定通総体駅伝競技大会

（河西公園）
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１月１０日（火 、３学期の始業式が行われまし）

た。田村校長先生から「４年生と３修制の３年生の

諸君には卒業式が間近にせまっている。学校へ登校

する日はあと２０日余りしかない。残された時間を

有意義に使ってほしい。また、和歌山工業高等学校

の校歌や和歌山県民歌に生徒諸君全員が愛着・親し

みを持つとともに、卒業式では大きな声で歌えるよ

うになってほしい 」とのお話がありました。。

１月３０日（月 、第２回）

学校評議員会が開催されま

した。田村校長の挨拶後、

学校側から今年度の進路状

況、生徒指導、生徒による

授業評価、学校評価等につ

いて説明を行いました。

その後、出席いただいた

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（水） ６日（月） 答案返却 ３・４年）
３・４年生学年末考査

（

～３日（金） ９日（木） 予餞会（ROUND１）

４日（土） 県高校定通選手権大会 15日（水） ３・４年生登校日

20日（月） １・２年生学年末考査発表（バドミントン・卓球）

６日（月） 地震・津波避難訓練 28日（火） 卒業式予行

（１・２年生）
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和歌山工業高等学校定時制平成２９年２月号

２月４日（土 、きのくに青）
雲高等学校において県高等学校

会定時制通信制課程選手権大
（ ）バドミントン競技・卓球競技

。 、が開催されました 熱戦の結果
バドミントン競技では、本校の
松本多朗君（３年建築科）が優
勝、辻本隼雄君（１年Ｂ組）が
準優勝、岩井達哉君（３年機電

科）が第３位となりました。卓球競技では、本校の中原隆彰君（３年建築科）は予選リー
グで２勝２敗となり、残念ながら決勝トーナメントへは進めませんでした。

２月６日（月 、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
「 」 、ＤＶＤ ＴＳＵＮＡＭＩ～津波来襲～ 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９日（木 、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ＲＯＵＮＤ１において開催さ
れました。田村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（水）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（水） 卒業式

１・２年生学年末考査
３日（金）

～７日（火）
13日（月） １・２年生答案返却
24日（金） ３学期終業式
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