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山ぼうしは「立志の樹」といわれ正門脇の「山ぼうし小庭園」には

『花も実も 蒼天に立つ 山ぼうし』
の碑（初代PTA会長の盛合聰氏揮毫）がある。

若者の力
校長 及川晃貴

震災から６年が経ちます。ここに来て、本校周
辺では運動公園が現地再建され、農地の石礫撤去

や県道重茂半島線の工事が進められています。

また、当地域の求人状況を見ると、金型・コネ
クタ関連の製造業や電気業、建設業に加えて、再

興著しい水産業関連の募集も増えています。

この春、本校を卒業する生徒にも、宮古地域に
就職する者が多くおり、産業振興と地域活性化の

担い手として期待されています。

折しも宮古市は、ＪＲ山田線の三陸鉄道移管に
合わせ、八木沢と津軽石払川に新駅を設置し、住

民の利便性を図るとともに、来年６月の宮古－室

蘭間のフェリー航路開設を機に、人的交流と物流
のいっそうの活発化を図ることとしています。

地元で働く卒業生は、周囲の方々や先輩・同僚

と協力し、また、県内外に赴く卒業生たちはそれ
ぞれの地で、自分を育んだ宮古地域の魅力を広く

発信し、共に地元の発展に意を尽くしてほしいと

願っています。

☆卒業生（79名）の進路状況☆
管 内 ２６

就 職 県 内 １２ ５５
県 外 １７

大 学 ７

短期大学 １
進 学 ２０

専門学校 １０

各種学校 ２

公 務 員 ２ ２
自営・自己開拓 ２ ２

○実習用旋盤を更新
この１月に、工業実習で使用する普通旋盤10台

が新しいものに更新されました。

これまで使用し
てきた旋盤は、津

波浸水による劣化

がすすみ故障がち
になったため、岩

手県が「いわての

学び希望寄金」を
活用し、およそ５

千万円をかけて整

備したものです。
生徒たちは早速、新しい旋盤で機械工作や技能

検定に取り組んでいます。集中して練習できる環

境が整い、感謝の気持ちで活用しています。

○第2回学校評議員会報告
2月23日(木)に学校評議員会を開催し、本校の

自己評価をもとに４名の学校評議員から貴重な提
言をいただきました。提言は、次年度の学校運営

に生かしてまいります。

★提言(要旨)--------------------------------
・各企業では、商談や海外出張などで当たり前に

外国人と接するので、英語の指導は重要。

・本校の就職率や定着率の良さを、中学生やその
保護者に十分に知らせること。

・現在のように、生徒に対し、活動場面を多く提

供する姿勢を継続すること。
・生徒指導では、職員間の情報共有が必須であり、

そのためには多忙な校務の見直しも必要。

・地元企業と工業高校が連帯して、ともに魅力ア
ップのために取り組んでいくようにしたい。

・資格取得については、目的をしっかり理解させ

たうえで目指すことが大切。
・地域とのつながりを、生徒たち自身がプラスと

とらえられるよう指導願う。

・管内就職の生徒が多いので、地域の活性化のた
めに活動できる若者になってほしい。

・復興教育の根幹はキャリア教育であり、将来の

職業を主体的に考えられる生徒に育てたいもの
である。

--------------------------------------------

なお、自己評価結果と会議録を本校ホームペー
ジに掲載しましたので、ご覧ください。

http://www2.iwate-ed.jp/myt-h/gaiyo/hyouka.html

☆３月の主な行事☆
１(水) 卒業式

３(金) 出前授業（津波模型班／豊間根小）
９(木) 一般入学者選抜

16(木) 合格者発表

22(水) 終業式・離任式
23(木)～4.５(水) 学年末・学年始休業

（６(木) 始業式・新任式・入学式準備 ）

（７(金) 入学式・ＰＴＡ入会式 ）

☆テレビ番組放映予定☆
震災から６年。本校の津波模型班が出演します。
ＮＮＮドキュメント'17

高校生がつなぐ～東北の夢、私たちの未来～

http://www.ntv.co.jp/document/
3.５(日) 24:55～25:45 日テレ（テレビ岩手）

11(土) 16:00～ 岩手のみ放映（テレビ岩手）

12(日) 11:00～ ＢＳ日テレ
12(日) 5:00～/24:00～ ＣＳ｢日テレNEWS24｣



○東北高校放送コンテストで入賞
2月4日(土)･5日(日)、八戸市公会堂で開催され

た第20回東北高校放送コンテストに、放送委員会
がテレビキャンペーン部門とアナウンス部門に出

場し、本校のテレビキャンペーン作品「いつでも

初挑戦」が優良賞（４位相当）に入賞しました。

テレビキャンペーン作品「いつでも初挑戦」

(ナレ)工業高校の実
習はできるようにな
るのが目標。今日は
１年生がガス溶接に
初めて挑戦します。
( １年生)「でこぼこ
になってしまったの
で、もうちょっと平
らにできたらいいな
と思います。」
(ナレ)ガス溶接に毎
日取り組んできた３
年の佐々木恵祥君。
(恵祥君)「できるよ
うになるのが面白い
です。」「うまくなる
ことにゴールはない
と思います。」「昨日
の自分を追い越せる
よう頑張っています。」

○東北高等学校選抜卓球大会に出場
2月10日(金)～12日(日)、青森県武道館(弘前市)

で開催された第40回東北高等学校選抜卓球大会に
卓球部が出場し、同ブロックの鶴岡東(山形)、秋

田商業、古川学園(宮城)、青森商業、磐城(福島)

の５校と対戦し、予選通過はならなかったものの、
高い競技レベルを体感することができ、来シーズ

ンへの弾みとなりました。

小野寺先生の溶接指導

１年生のガス溶接実習

溶接に取り組む恵祥君

○各種表彰（３年）
３月１日に表彰

３カ年皆勤賞
M3 川部絃汰 M3 舘下 仁 M3 日向信夫

E3 佐々木翔矢 F3 扇田尚也 F3 大久保涼太

F3 菊地映城 F3 佐藤風太 F3 舘洞遼人
F3 松草拓海 F3 眞見 颯 F3 山田 航

３カ年精勤賞

M3 長内由貴 E3 金澤恒太 E3 鈴木真周
E3 妙川優雅 E3 山本龍雅 F3 有谷 航

F3 武藤大虎 F3 水沼毅己

２月28日に表彰

公益財団法人産業教育振興会中央会長賞

F3 戸田丈夫

全国設備工業教育研究会長賞
F3 扇田尚也

岩手県産業教育振興会長賞

M3 八木卓朗 E3 鈴木真周 F3 勝山隆介
全国工業高等学校長協会ジュニアマイスター顕彰

ゴールド M3 佐々木彪河 M3 舘下 仁

M3 中嶋 翼 E3 佐々木龍一 E3 鈴木真周
E3 平石翔人 E3 山本龍雅

シルバー M3 阿部拓斗 M3 石曾根拓真

M3 長内由貴 M3 梶山智樹 M3 金澤大和
M3 小林 城 M3 芳賀和希 M3 松舘大地

M3 水野孝祐 E3 伊藤圭亮 E3 大井秀俊

E3 金澤恒太 E3 髙村 響
１カ年皆勤賞

33名

１カ年精勤賞

11名

生徒会功労賞（生徒会執行部）

E3 黒田達也 E3 豊間根理江 F3 扇田尚也

M3 佐々木彪河 M3 芳賀和希 F3 水沼毅己
M3 舘下 仁 F3 戸田丈夫

生徒会功労賞（部活動・委員会）

放送委員会＜ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト 他＞

M3 奥村勇大 E3 佐藤喜紀 F3 中村崚兼

多読賞（図書館利用）

F3 小野寺暢斗 M3 梶山智樹 M3 舘下 仁
F3 水沼毅己

編集後記
明日の卒業式では、３年生諸君が「有終の美」を飾っ

てくれるでしょう。（及川）


