
JJt比=業1望[よLJ

第53号

風聞｡〝警Ltf <相成謝夫

石川県立小松工業高等学校PTAニュース
2008年7月18日発行

〒923-8567小松市打越町丙67番地TEL (0761 ) 22-5481 FAX (0761 ) 22-8491

ホームページアドレスhttD://www.ishikawa_C.ed.iD/1.makh/.tJ/㌫二二二完了ニ

写真をUP!

昨今の家庭を取-巻-社会
環境は実に目まぐるし-変化してきており､それと共に､いわゆる人間関係にまで変化が見られるようになりました｡しかし'今も昔も親の子への｢思い｣は不変のものがあります｡我が家では今年も燕が子育ての真っ最中なのですがつい先日､外敵に襲われヒナが3羽犠牲になりました｡巣も壊されたのですが､幸い2羽のヒナが助かり､天井から吊-下げているビニール傘の中で何とか育っています｡劇的な環境の変化にも親はめげず'ヒナに一生懸命餌を運んでいます｡まさに親の愛情ですね｡

｢恩｣という字は､国と心

から成り立っていますが'自分が今日存在出来るのは何のお陰なのか'誰のお陰なのかと原因に心を向けることが恩に感じるということです｡そして､その恩に報いることが大事なことだ､と教え導-ことが教育だと思います｡学ん

だ知識を活かすのは'社会への報恩の方法の一つです｡

でも家庭にあっては､その

恩をひけらかすのではな-､常に愛情いっぱいで何があっても全てを受け入れてあげ'そして時折抱きしめてあげる事が大事なのではないでしょうか｡

今まさに巣立ちの時を迎え

ようとしている子ども達が'どうか心豊かに育ちますよう家庭･地域･学校が一体となって応援したいと思います｡

｢酒のあと　蕎麦の冷たき

卯月かな｣　　野村喜舟

｢等分に　割りていづれも

青りんご｣　　池田秀水校庭のつつじも見頃を過ぎ

初夏の気配がじわじわと肌に感じる今日この頃､保護者の皆様方には益々ご健勝でご活躍のこととご拝察申し上げます｡平素よ-本校pTA活動に対し､並々ならぬご尽力を賜り､衷心より感謝申し上げる次第でございます｡

さて'前会長の多井英一氏

を始め､役員の方々には一年間大変お世話頂きまして'学校を代表して三一口お礼の気持ちを述べさせて頂きます｡春のボランティア遠足のごみ回収作業'1 5支部懇談会のお世話や交通安全マナーキャンペーンの街頭指導､校名看板のペンキ塗替え作業､就職模擬面接､体育祭や工業祭の出店など数々の行事に生徒のために真撃に取り組んで頂きました｡又､高p連の全国大会等に本校を代表して発表して頂

くなど皆様方の子供達に対する愛情と親心をひしひしと感じる一年でありました｡これからも学校とPTAと地域(同窓会)　と三位一体となって､生徒達の成長のために積極的に関わり合いを深め､協力体制を強固なものにしていかなければと決意を新たにするものであります｡最後に｢感謝の気持ち｣を詩にしました｡｢人生感謝｣
一､自分にすぎたる素直で蓮し

い教え子たちに巡り会えたことに感謝します｡

一､自分にすぎたる先輩や友人

が遊んで-れ構って-れて感謝します｡

一'人生の指針を導き諭して頂

いた恩師に心より感謝致します｡

一'自分にすぎたる息子や娘と

最愛の妻に勿体無-感謝します｡

｢この世に生を授けて手塩に

かけて育ててくれた父や母に感謝を捧げます｡合掌｡
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M卜機械システム
昨年度より｢ものづ-り人

材育成のための専門高校･地域産業連携事業｣を展開しております｡地元企業への短期および長期企業実習に､多-の生徒を受け入れていただいております｡

また'高度技能熟練者の方
による授業や実技指導も実施しております｡

M科　中島　裕基

小松工業に入学して､自分

の周りが全て変わりました｡特に友達､先生､勉強する内容が変わり､とても不安でした｡でも日がたつにつれ'周-の友達とも仲良-なり先生とも気軽に話せるようになりました｡日もたつとクラスのほとんどの人と友達になり､今では'勉強で解らないところも'一緒に教え合い'いいライバルになりました｡

自分はこの良いライバルと

先生と一緒に良い高校生活を三年間過ごしたいです｡

M料　紙本　樹希

ぼ-が小松工業に入学して
からもう二ケ月がたちました｡入学したばかりのころは不安なことがたくさんありました｡普通科の高校とはちがい専門的な教科も勉強しな-てはならないし､部活動もがんばっていかなければいけません｡でも最近はクラスの雰囲気や専門教科の勉強にも慣れてきました｡これから三年間この

(

小松工業でた-さんのことを学び'充実した高校生活になるようがんばっていきたいです｡

甘-ク二カル機械テクニカル科が新設さ

れ'工場は空き時間も無-坐徒の声で満ちています｡生徒達は溶接を用いた､高度な機械加工技術･技能の習得を目標にして､現在は基礎学習に敬-組んでいます｡資格取得はもちろん､実習や体験学習を通じて､関心･意欲の高い生徒を育てていきたいと思います｡地元機械産業を支える人材育成のために､今後頑張っていきたいと考えています｡

K科　川合　優輝

僕が入学して初めて思った

事は5教科以外の専門教科の多きです｡次にびっくりしたのが機械以外の科目の事も学ばなければならない事です｡

僕が初めて工業の教科書を

手にした時､本当に戸惑いました｡なぜなら今まで見た事のない内容しか教科書に書いてなかったからです｡

でも'今なら多くを学ばな
ければならない理由が解ったような気がします｡第1期生K科として頑張-たいです｡

これからは'機械テクニカル科の一期生ということで周りから期待が大きいと思います｡なので､その期待に応えられるように頑張りたいです｡

K科　北　真幸

この小松工業高校に入学し
て始めに思ったことは､他の学校にはない工業系の授業にあった施設が充実しているという事です｡仕事場にあるような機械がたくさんあるということに驚きました｡それと､授業教科の多きに驚きました｡中学校のときとは考えられないくらい多いと思いました｡

(

電気科では'電気の基礎･

基本から電力技術まで幅広-学習します｡特に電気に関する基礎理論の学習に重点を置き'分かりやすい授業を心がけています｡

今年度は教員も大幅に若-

なり､平均年齢は37歳と本校の中でも最もフレッシュな学科とな-ました｡この活きの良さを生かして､勉強や行事で教員と生徒が一丸となって取り組み､活気のある､元気な電気科を目指します｡

E科　端谷　主情

僕が小松工業に入学しても
う二ケ月たちました｡初めて教室に入ったときは知らない人ばかりで､みんなと仲良-やっていけるか心配だったけど最近は'クラスにもなじむことが出来て､たくさんの新
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しい友達もできました｡

僕は小松工業に入って中学
校との違いをた-さん実感しました｡中学校よ-大変だけど気を抜かずしっか-とした高校生活をお--たいです｡

D　電子情報
主に電子技術全般とコンピ

ュータのし-み'利用技術を学びます｡現在コンピュータは企業や工場では不可欠なものとなっています｡本科ではプログラミング･cG･ネットワーク･ロボット制御等様々な技術習得を目指しています｡また電子･電気に関する実週では電子基板製作にチャレンジしています｡選択コースでも数多くの資格に挑戦するなど､進学､就職に活かせる学習に日々励んでいます｡

E科　高橋　責裕

小松工業に入学して二ケ月

が経ちました｡初めは'教室に入った時､このクラスで大丈夫かなあと思っていましたが二ケ月経った今､た-さんの友達ができました｡

入学して電気基礎や情報基
礎という中学と違う専門教科があり､大変だと思いました｡その専門教科や五教科など'毎日の授業を大切にして学んだことをテストに生かしたいと思います｡

D科　久生　哲也

小松工業高校はその名の通
-普通の高校にはない工業の専門的な科目が加わってお-さらにその科目それぞれに必要な道具が沢山あって充実した授業となっているのでわかりやす-感じています｡

何週間後に計算技術検定が
あ-ます｡これは先輩方が乗り越えていった検定なので皆で合格したいです｡そのため､皆で助け合い'協力していき､友情も深めて合格していきたいと思います｡

D科　池上　久貴

は-が小松工業に入ってよ
かったと思った事は､家庭では絶対に勉強できない事や体験できないことを学校ではできるということです｡

僕の科ではパソコンを使う

授業が多いのですが'家でパソコンをいじっていても到底身につかないような難しい技術を教えてもらっていて'とても大変ですが充実した日々をおくつています｡

卒業までに多-の技術を習
得し､なるべ-多-の資格をとりたいと思います｡

今年度より建築土木科が新
設されました｡従来の建築科と土木科それぞれの科の特長を生かし'感性豊かな人材の育成を目的とします｡

学習内容については､1年

で共通分野を学習､建築と土木の魅力を実習や見学会を通して体感し'これからの進路を考えます｡2年よりコース制をとり､建築分野と土木分野を専門に学習､快適な生活空間･社会環境の創造を担うエンジニアの育成をめざします｡

B科　確　実晴

建築土木科は､建築･土木

の両方の基礎を一年間で学びます｡そして､二年生からは､建築系と土木系に分かれ､それぞれの専門分野を学んでいきます｡

私は今のところ建築コース

を選ぼうと思っています｡建築コースで､できるだけ多く､建築の知識を学びたいと思っています｡何事も始めが大切だと思うので､始めからつまずかないようにしたいです｡

そのために'時間を大切に使いたいと思います｡

B科　片山　大輔

僕が小松工業に入学して早
くも二ケ月が過ぎました｡この間で僕が感じたことは､中学と比べて部活動がとても厳しいことです｡だから練習についていけるよう頑張りたいです｡勉強では中学と違って高校にはいろいろな専門教科があるので毎日の授業をしっかりと聞き､沢山の資格を取れるようがんばりたいです｡そして､これからの学校生活を楽しみ'充実した毎日を送っていきたいと思います｡
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マテリアル科では'プラス

チックなどの高分子材料やセラミック材料などの非金属材料を原料とするものづ-りについて学習しています｡

また､ものづくりについて

大切な資源や環境についても学習しています｡
マテリアル科の学習には化

学の知識を基本としてお-､科学的なものの見方や考え方の出来る技術者の育成を目指しています｡

S科　小嵐　綾

僕にはこれから頑張-たい

ことがたくさんあります｡例えば､生徒会の行事やクラスの行事に積極的に参加し､毎日のあいさつなどにも気をつけたいと思っています｡でも僕が一番力を入れて頑張りたいのは'日々の授業やいろいろな資格を取得することです｡そのために日々の授業にとにか-集中し一生懸命頑張りたいと思います｡そして体育祭や文化祭でも全力で頑張りたいです｡

S科　曽明菜保子

小松工業に入学して二ケ月

たちました｡最初の頃は､知らない人ばかりで中学の雰囲気とやっぱり違うので緊張していました｡でも最近は慣れてきてとても楽しいです｡

マテリアル科は四月からす
ぐに危険物の資格をとるための勉強をしたり､専門の教科の勉強をした-とてもたいへんだなあと思いました｡

これからも一日一日を大切

にして'充実した毎日を送-たいと思います｡

教　務

林　純一郎

本校では毎年､全校生徒に
授業に関するアンケートを行ってお-ます｡生徒の授業の理解度や授業に望む姿勢､授業の進み具合､教員の説明の仕方など色々な面からアンケートを採っております｡

この結果を踏まえ学校全体
で教員同士互いに授業を見せ合い情報交換や授業評価を行うなど授業の改善に取-組み｢わかる授業を行う｣　ことを目指してお-ます｡

しかし近年'生徒にとって

就職の門が広-なってきたことや､進学でも一部の難関大学を除いては大学全入の時代となり､その結果生徒の学習意欲'考える力等年々低下してきているように思われます｡アンケ-ー結果からも､生徒の家庭学習時間は7割の生徒がほとんどしないという回答でありました｡

学校でも個に応じた指導を

心がけ生徒の学習意欲の向上に努力してまいりますので､ご家庭の方でもご協力のほどよろし-お願い致します｡

進路指導

山本　哲也

本校では毎年四月に全校生
徒を対象に､進路希望調査を行っています｡就職希望の割合は､一年生では七一･〇%､二年生では七八･〇%'三年生では七五二二%という結果がでています｡二二二年生においては四人の内三人が就職を希望しており､本校に対する期待の大きさが伺われます｡

今年度の求人状況につては
不透明であり､企業訪問をとおして'求人の開拓をしています｡

企業の求める人物像につい

ていえば､業種を問わず元気があり'しっかり挨拶のできる生徒を希望しています｡

進学については､生徒減に

よりやや広き門となっています｡しかし､難関校はまだまだ厳し-､早い段階から準備に取りかかる必要があ-ます｡
これらのことを踏まえ､充

実した高校生活を送り'自己実現のための惜しまぬ努力をして欲しいと願っています｡

生徒指導

稲垣　裕

｢生徒指導の先生｣とは'｢携
帯電話や頭髪､服装'化粧等の注意をすることが役目｣と考えている生徒が多いと思いますがその他に｢挨拶で始まり､挨拶で終わる明るい学校作-をめざす｡信頼でつながる人間集団の確立と道徳の向上につとめる｡｣事も指導目標にしています｡

毎朝の登校指導で生徒たち

の｢おはようございます｣という明る-元気な声を聞-と｢今日も勉強や部活動に頑張るぞ｣という気持ちを感じます｡人と人とのふれあいの第
一歩である挨拶をしっかりと

して'服装を正し'自信を持って充実した学校生活を送って欲しいものです｡

今後とも､生徒一人一人の

存在を大切にし､地域に貢献できる小松工業高校になるように保護者の皆様とともに取り組んで行きたいと思いますので今後ともご理解とご協力をお願いいたします｡
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バスケットボール部

薫　　香義

｢パスが悪い｣､｢えー､フ
ァール?｣試合中出てしまう言葉です｡この様な言葉を発した選手のシューーは人らな-な-'ミスを重ねることになります｡ミスが起きても前向きに｢切り替えていこうぜ｣が出れば流れは必ず戻ってきます｡生徒達はプラス思考はプラスを呼ぶ事をバスケットボールを通してた-さん経験します｡

バスケに限らず日常生活の
中で､最も大切なことであり､こんなことが学べたらなと思っています｡

ソフトテニス部
-.●･軒一●蛋バー･,

叫C2　西出　拓矢

僕達ソフーテニス部は'一

人1人がインターハイ出場を目標として毎日の練習を一生懸命頑張っています｡良い一年生達も入ってきて､部に活気がでてきました｡

総体では､あとちょっとの

ところで負けているので､今年こそは一ポイントでも多-とって目標としていたインターハイに行きたいと思います｡

そのためには､部員全員の
力が必要なので僕達が一生懸命リードしていき団結力のある部活にしていきたいと思います｡

将　棋　部

D3　清水　啓貴

私たち将棋部は'全国大会
出場を目標にして､頑張ってきました｡

四月には､顧問･副顧問が

変わってしまい'戸惑いましたが､新しい顧問の林先生と副顧問の石坂先生とともに､日々の練習を頑張ってきました｡その結果､5月に行われた総文では'団体戟が第3位になりましたが､優勝できなかったのが悔しいです｡この三年間はとても自分のためになったと思います｡部活で学んだ事をしっか-受け止め､将来に役立てたいです｡

(吹奏楽部

合場　孝之

私たちは'楽器を演奏しな

がら､行進した-'踊った-するマーチングバンドに取り組んでいます｡小松工業のマーチングは'きびきびとした素早い動きと迫力のある演奏が特徴で､見ていて楽し-'今年もた-さんの地域行事に出演いたします｡

現在は8月に群馬県で開催

される全国高等学校総合文化祭に向けて､毎日グランドでパレードとマーチングの練習に励んでいます｡9月の体育祭でもマーチングをしますのでぜひ見に来てください｡

平成20年度　部活動顧問一覧
部名 筈�'B緬kﾂ�劔�ﾘﾇb�

文 儖ﾈ���長谷川挿和 傅ﾈｭhﾉ(鵁ｷS�� ��4 

化 部 ����Hｧ��台場孝之 俔ﾙ9做x��木林沖夫 �騁ﾈﾘ��44 
将棋 凩�､���石:坂li耕 �� ��R�

インターアクト 俚(�)_(ｷb�旭有香 ��ﾉ%ｹ�9k�� ��b�

工 亢�､(5h5�6X8��川連克彦 冦厭�ZiWb�大海義則 ��20 t気 ��9nﾈ���2�大岩定夫 儺hﾕ�� 迭�

t子情報 兌ﾙm云r�中田克也 �� ����
A 缶 佶ｩ'｢�古津汁l尚 俥ﾉ68��� ��4 

･JllJL ��:��陞��酒井活人 �� 澱�

マテリアル 傴ﾉ68ﾌ8自��山本哲也 �� 途�

同 好 .A. T �5�4ﾈ�ｲ�鳩悠未 �(i�瑛駝��中西茂樹 ��5 
ウエイト 偃y_ﾈﾔﾂ�前浜大八 �� �#B�

茶道 ��Ynﾉ|����相川志麻 �� �2�

局 兩ｩ�r�大野涼子 �� ��0 
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団 �陂r�山前雅裕 儺hﾕ��蓮EZl仝■ ��18 

部名 幡w'�ﾄr�劔v��

運 一方 部 ��達友洋 亶ｹ���9{"�高辻井子 ��32 

★■書 �ﾖﾈﾞ�顋�ｩ��大岩手己夫 ��36 

ソフトテニス ���68ﾖｹ�"�Jt田祐介 �� �#��

中田裕己 ��nﾙ�陞��榊原亨 ��30 

陸上競技 ��9nﾂｹY��関戸F- 乖�t僣B� �3"�

柔道 �ﾉ�ｦGBﾒ�弥胎勝治 �� 途�

剣道 �(i68ﾘ駭r�宮脇放心 ��ｶ殆F�Eb� 唐�
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卓球 ��I^調�稲垣裕 伜)gｹ4駭r� ����

村田耕一 ��馮ｹk�&｢�BEZl* ��53 

山岳 俑ｩ�闌ﾂ�北川碁- �� 唐�

野球 �(inﾉjｲ�下出純央 俥ﾉ69Gｲ� 鉄��

水泳 ��969�"ﾒ�新本裕美 �� 迭�

サッカー �H�9��ﾝ��宮本隆一 ��ﾉ���2� 鼎R�

テニス 倬ｹ68ｷh爾�山下治茂 �� 鼎"�
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◆2008年　高校総体･揺文･北信越結果◆

小松工　24-29　明峰

ノ■■ヽ

′■ヽ

【山　岳】

男子団体　優勝　94.6点

【陸上競技】

八種競技　優勝　二枚田-平(E3)

県高校新　大会新

200m　　4位　二枚田一平(E3)

800m　　優勝　森井　巌介(E3)

1500m　　8位　森井　駿介(E3)

1500mW　8位　沢野　兼太(C3)

石川県陸上競技選手権大会

800m　　優勝　森井　駿介(E3)

【テニス】

団体団体　2回戟　小松工　0-2　星稜

シングルス　64位

出合幸太郎(E3)津田　恭兵(C2)

ダブルス　　32位

相揮　孝亮(M3) ･出合幸太郎(E3)級

島元　　瞭(A2)･津田　恭兵(C2)級

【弓　道】

男子団体　予選落ち

個人　7位　田島　久誉(D2)

【バレーボール】

第3位　　小松工　0-2　小松

【バスケットボール】

1回戟　　小松工　57-87　二水

【ソフトテニス】

男子団体　　16位

男子ダブルス　32位

東口　　峻(C3)･明翫　祐輝(Kl)級

亀多　謙太(M3ト松任　光也(S2)級

【サッカー】
ベスト8　　　小松工1-2　遊学館

【柔　道】

団体1回戦　小松工　2-3　鹿西

個人100kg超級

ベスト8　浅田　耕一(M2)

【剣　道】

団体1回戦　小松工　0-5　金高専

【卓　球】

男子団体　3位　　小松工　0-3　遊学館

北信越代表決定戦　小松工　0-3　金沢東

ダブルス　ベスト16

中嶋　康太(M3)･田中　　充(Dl)級

【水　泳】

石川県室内選手権水泳競技大会

男子50m　自由形　3位　岩本　恭輔(M2) 26秒27

【バドミントン】

男子団体　ベスト8　小松工1-3　星稜

女子団体　ベスト16　小松工　2-3　桜丘

男子個人シングルス

32位　吉淳　一樹(Ml)山内　一起(C2)

男子個人ダブルス

16位　束　　嘩(C3)･山内　-追(C2)組

32位　深谷　昇平(S3)･吉洋　一樹(Ml)組

【ラグビーフットボール】

中谷賞･北陸放送旗争奪ラグビーフットボール大会

1回戦　小松工　5-65　二水

【ポーリング】

団体19位

個人38位　神田　拓馬(Bl)

～

lL≡て1

【将　棋】

全国高校将棋選手権大会石川県大会

男子団体　準優勝　Bチーム

3位　Aチーム

【山　岳】優秀校

【バレーボール】

2回戟　小松工1-2　東京学館新潟

【ハンドボール】

1回戦　小松工17-26　高岡向陵

【陸上競技】
人種競技　優勝　二枚田一平(E3)

800m　　2位　森井　駿介(E3)

【柔　道】

100kg超級1回戟負け　浅田　耕一(M2)

ヽ∴

【第19回　津軽三味線全日本金木大会】

個人中高生の部

大催賞　公下　　隼(M2)

顧問多井英一 

会長辰巳明伸 

代表副会長玉座由己書記徳田広美 

企画委員長青山裕書記北加代子 

広報委員長増田郁雄会計中江紀子 

指導委員長宮本真澄会計中川茂美 

母親委員長吉村早苗 

母親副委員長大久保さなえ 

4月　第一回役員会

第一回支部長会

5月　第一回常任委員会

pTA総会･ホーム懇談会

6月　各支部懇談会開始(～7/9)

加賀地区高p連総会･講演会

7月　北借越高p連研究大会(新潟)

｢小松工業だより｣53号発行
保護者懇談会(1 7･1 9)

8月　全国高p連研究大会(愛知)9月　体育祭1 1月　生徒会とPTAとの集い

工業祭･pTA出店豊かな心を育む県民大会県高p連研究大会

1 2月　保護者懇談会(1 9･20)2月　課題研究発表会(うらら)3月　卒業式

｢小松工業だより｣54号発刊
平成2 1年度常任委員

選出開始(-4/5)

瞥一撃苧1『

庫歳2^6着替

おもな

PTA

r-
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