
 

 

 

新入生への期待と願い 
              校長 稲森 藤夫 

■お祝いと歓迎 

新入生８７名の宮古工業高校への入学をお祝い

するとともに心から歓迎します。 

■本校の歴史と校訓 

 本校は、昭和４８年４月、沿岸地域の工業教育

の振興及びものづくりに貢献できる技術者の育成

を目的に、鮭のふる里 津軽石川の清流のほとり

にある、この赤前を校地とし、県内八番目の工業

高校として創設されました。本校の目指す学校像

として、「楽しく学び、明るく生き生きとした活力

ある、魅力に満ちた宮古工業高等学校」、そして「地

域の復興に向け、地域と共に協力し助け合い、地

域貢献活動に積極的に関わり、保護者及び地域か

ら信頼される学校」を掲げています。新入生諸君

には、校訓の「友愛」「協調」「責任」の下、学習

活動、部活動、そして生徒会活動等において、自

らの可能性に挑戦してほしいと思います。 

■新入生に寄せる期待 

 本校に入学した生徒はまさに復興の中心的役割

を担ってくれる人材であると私は確信しています。 

 来るべき時に備え、本校で基礎・基本をしっか

りと身に付け、心身ともに健康な体を養い、強く

逞しく成長してくれることを期待します。 

☆６月の主な行事☆ 
1 （日） 第２種電気工事士（筆） 

5 （木） 先輩に聞く会 

13 （金） 第一期定期試験（～17（火）） 

19 （木） クリーン大作戦（小中高連携） 

23 （月） 学校説明会 

25 （水） ﾃﾞｨﾝｺﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ・ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ来校予定 

26 （木） 校内球技大会（～27（金）） 

ＰＴＡ総会開催 
保護者向研修会「携帯電話の落とし穴」 
１ 日時：平成 26年４月 26日（土）13:00～ 

２ 新役員決定「よろしくお願いします。」 

   

   

   

３ 「ネット社会の落とし穴」の概要 

(1) 住所・氏名・性別・生年月日（基本４情報） 

を書き込まない。 

(2) プロフの画像は簡単にコピーされ悪用される。 

(3) ネットに公開した情報は回収不能。 

(4) プロフはあなたが知らない誰かが見ている。 

(5) ネットで出会った人と絶対に会わない。 

(6) ネットに誹謗・中傷を書き込まない。等 

 

 □IBC 特番放送される!!□ 
題名：「未来への挑戦！ 

リアスのフロンティア」  
放送日時 

2014 年 05 月 06 日(火) 10:50～11:15 

 

一斉メール配信システムの導入 
１ 送信内容 

 ①自然災害時の緊急連絡 

 ②インフルエンザなどへの学校対応情報 

 ③不審者や地域の防犯に関する情報 

 ④野球応援・修学旅行などの諸行事の情報 等 

２ 登録方法等 

  文書を生徒（お子様）に配付済みです。 

第８代校長佐久間研次郎先生叙勲 

 第８代校長佐久間研次郎先生が「瑞宝小綬
ずいほうしょうじゅ

章
しょう

」

を受章されました。誠におめでとうございます。

教職員一同心からお祝い申し上げます。なお、伝

達式は 5月 7日(水)知事公館で行われました。 

2014ＷＥＭ(ﾜｰﾙﾄﾞ･ｴｺﾉ･ﾑｰﾌﾞ)大健闘 
 本校工作部「宮工 2014-1」（３年生）が 11 位、

「宮工 2014-2」（２年生）が 23 位という成績でし

た。昨年度より記録を伸ばしており、今後の活躍

が大いに期待されます。【ｼﾞｭﾆｱｸﾗｽ(高校)29 台参加】 

 

番組内容 

宮古・下閉伊地域には最速の自動車レース、Ｆ１に

使われる部品の製造や、ＩＴ機器を１０００分の１

ミリ単位の精度で支える技術、そして最新鋭の設備

で復活した工場がある。グローバル社会で競い合

い、未来に挑みつづけるものづくりの現場を追っ

た。（宮古工業高校の実習風景等も放送されました。） 

山ぼうし －友愛・協調・責任－ 2014 年 5 月 19 日 NO.2 

岩手県立宮古工業高等学校 校報 

山ぼうしは「立志の樹」といわれ、本校正門脇に植樹している。 

花も実も 蒼天に立つ 山ぼうし 
の碑（初代ＰＴＡ会長 盛合聡の揮毫）がある。 

講師：岩手県立総合教育センター 

   研修指導主事２名 

会 長 伊藤 正さん 

副会長 佐々木正人さん、伊藤 勝博さん 

監 事 飯田 利明さん、中嶋 節子さん 

 



大奮闘 高総体地区予選!! 
平成２６年４月２４日（木）から、ソフトテニ

ス、柔道、弓道、卓球などの地区予選が行われ、

県大会を目指した熱戦が繰り広げられました。そ

の結果は次のとおりです。（敬称略） 

■ソフトテニス 

【男子団体】 
☆準決勝：宮古工業２－１宮古高校 

☆決 勝：宮古工業２－１宮古商業 

 選 手：F3堀合隆輝（山田中） 

【決勝】 E2 佐竹大快（花輪中） 

M3 飯田正輝（花輪中） 

M3 伊東弘泰（宮古西中） 

F2 中村颯亜（宮古一中） 
E2 高橋和之（宮古一中） 

※地区１位通過!!（県大会出場） 

【男子個人】 
☆１位通過 

F3 堀合隆輝（山田中）E2佐竹大快（花輪中） 

☆２位通過 

M3 飯田正輝（花輪中）M3伊東弘泰（宮古西中） 

☆５位通過 

F2 中村颯亜（宮古一中）E3 伊東佳城（花輪中） 

※上記３組が県大会出場!! 

※県大会は、５月３０日（金）～北上市 

■弓 道 

【男子団体】 
※県大会出場（地区予選無） 

【男子個人】 
☆１位通過 

E3 白土功大（宮古一中） 

☆２位通過 

E3 加藤利輝（田老一中） 

☆３位通過 

 M3 武藤浩太（山田中） 

☆４位通過 

 F2 佐々木凌惟（宮古西中） 

※上記４名が県大会出場!! 

※県大会は、５月２３日（金）～盛岡市県営武道館 

■柔 道 

【男子団体】 
選 手：F3 堀合 紳弥（山田中） 

F3 大町 幸輝（山田中） 
F3 久保田浄士（河南中） 

    M2 黒澤 孝海（山田中） 

    F2 漉磯 健慎（山田中） 

※地区２位通過!!（県大会出場） 

【男子個人】 
☆６６キログラム級 

 M2 黒澤 孝海（山田中） 

☆９０キログラム級 

 F2 漉磯 健慎（山田中） 

 M1 水野 孝祐（宮古一中） 

☆１００キログラム級 

 F3 大町 幸輝（山田中） 

☆１００キログラム超級 

 F3 堀合 紳弥（山田中） 

※上記５名が県大会出場!! 

※県大会は、５月３０日（金）～久慈市 
■卓 球 

【男子団体】 
※県大会出場（地区予選無） 

【男子個人（シングルス）】 
☆地区予選シード選手 

 M3 芳賀 佑樹（豊間根中） 

☆予選通過 

 M3 小林 祐真（山田中） 

 M2 中村紘一郎（豊間根中） 

 F2 伊藤 剣心（豊間根中） 

【男子個人（ダブルス）】 
☆予選通過 

 M3 芳賀 佑樹（豊間根中） 

 M3 小林 祐真（山田中）ペア 

 ※男子シングルス４名が県大会出場!! 
 

 ※男子ダブルス １組が県大会出場!! 

※県大会は、５月２３日（金）～花巻市 
■その他 
◎バスケットボール（県大会） 

◎バレーボール  （県大会） 

 ・宮古工業・福岡工業合同チームで出場 

◎剣  道（県大会）◎サッカー（県大会） 

◎ラグビー（県大会）◎陸  上（県大会） 

◎硬式野球（第 61回春季沿岸北地区予選） 

 ①宮古工業高１－４宮古商業高（5/ 4） 

 ②宮古工業高４－３岩泉高    （5/ 6） 

 ③宮古工業高 10－13 宮古高   （5/10） 

 ※最後までの粘り立派でした。これからの大活

躍が期待できる戦いぶりでした。 

 


