平成２９年度

宮古工業高等学校 校報

山ぼう し

2月28日（水）、卒業式を前日に控えた３年生
に対し、各種表彰式を行います。3カ年の皆勤と
精勤に関しては、卒業式において表彰されます。
公益財団法人産業教育振興会中央会長賞
M3 桂 駿介
全国設備工業教育研究会賞
F3 山崎広夢
岩手県産業教育振興会長賞
M3 亀ケ沢敦士 E3 猪又祥生
F3 佐々木俊輝
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
E3 猪又祥生
E3 小堀内風真 E3 髙田悠暉
シルバー
M3 桂 駿介
M3 亀ケ沢敦士 M3 川戸一成
M3 清川優斗
M3 佐々木奏海 M3 佐々木雄太
M3 関川 純
M3 竹花舟太
M3 長澤亨平
M3 名取虹輝
M3 濱長亮太
M3 福士剛喜
M3 武藤 巽
M3 古館大輝
M3 本田 大
M3 三浦竜弥
M3 泉沢章悟
M3 湊健太郎
M3 柳瀬 涼
M3 吉濵 陸
生徒会功労賞（生徒会執行部）
F3 堀内亜衣夏 E3 前川真美
M3 佐々木雄太
F3 山崎広夢
M3 亀ケ沢敦士 E3 上川原脩太
M3 伊東大泰
生徒会功労賞（部活動・委員会）
卓球部＜東北高等学校選抜大会団体戦出場 他＞

駿介

E3 豊間根蓮

F3 佐々木豪

放送委員会＜全国高等学校総合文化祭出場 他＞

M3 長澤亨平
M3 武藤 巽
F3 山崎勝広
多読賞（図書館利用）
F3 中島兵悟
F3 佐々木龍貴
３カ年皆勤賞
M3 桂 駿介
M3 亀ケ沢敦士
M3 関川 純
M3 竹花舟太
M3 三浦竜弥
E3 後川堅伍
３カ年精勤賞
M3 角舘樹那
M3 川戸一成
M3 柳瀬 涼
M3 吉濵 陸
E3 豊間根蓮
F3 佐々木豪
F3 中島兵悟
F3 中村龍喜
F3 山崎勝広
F3 山崎広夢

E3 前川真美

F3 山崎広夢
M3 清川優斗
M3 名取虹輝

M3
E3
F3
F3

2018.2.27

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

－友愛・協調・責任 －

M3 桂

第１１号

武藤 巽
猪又祥生
佐々木俊輝
中島兵悟

※この他、１カ年の皆勤と精勤が表彰されます。

『花も実も

蒼天に立つ 山ぼうし』

の碑（初代PTA会長の盛合聡氏揮毫）がある。花言葉：友情

本年度最後となる定期試験が、３年生は２月１
日（木）、１・２年
生は２月８日（木）
か ら ４日 間 の 日 程
で 行 われ ま し た 。
３ 年 生は 高 校 生 最
後 の 定期 試 験 に 全
力 で 臨み ま し た 。
１ ・ ２年 生 に お い
ても、試験前の自学
＜考査前特別補習の様子＞
自習会や特別補習にも意欲的に取り組みました。

＜３学年考査最終日の様子＞

2月21日（水）～22日（木）、２年生を対象と
した進路別講習会を実施しました。「就職試験対
策講習会」では、外部講師による総合適性検査（Ｓ
ＰＩ）の問題演習と解説を行い、「進学対策講習
会」では、本校の教員が講師となり、基礎学力の
定着を図るための授業とテストを行いました。生
徒達は次年度に向けて決意を新たにしました。
【就職対策講習会】
・非言語系問題演習
と解説（基礎・応用）
・言 語系 問題 演習 と
解説

【進学対策講習会】
・基礎力診断テスト
（国語・数学・英語）
・基 礎力 診断 テス ト
解説授業

2月19日（月）、１年生を対象とした進路ガイ
ダンスを開催しました。講師に宮古市産業創造ア
ドバイザーの黒岩正一先生をお迎えし、進路選択
への動機付けと勤労観の育成を図りました。

2月１日（木）～2日（金）、岩手県青少年会館
で行われた岩手県立工業系高等学校生徒会連絡協
議会総会に、生徒会長の舘下みのりさん(M2)と副
会長の伊藤優作さん(M1)が参加しました。

【ガイダンスの内容】
（１）働くことや就職活動への動機付け
（２）社会で求められる人材
（３）コミュニケーション能力等の向上
（４）今何をすべきか

1月24日（水）、機械科課題研究の津波模型班
が、本年度最後となる出前授業を磯鶏小学校で行
いました。この授業の様子は、この日の夕方のIA
Tの「Ｊチャンネルいわて」で紹介されました。
津波模型班のこれまでの防災活動に対し、３月
24日（土）、ホテル東京ガーデンパレスにおいて
防災教育推進協会より特別賞が授与されます。
【磯鶏小学校４年生の感想】
いくら山の方でも、大きな津波が来ると危
険なので、工夫して逃げる方法を考えたい。
【津波模型班からのメッセージ】
自分たちも小学校の時に津波模型の授業を
受けていて震災の時に助かった部分もあるの
で、震災を忘れないように後世に伝えていき
たいと思い、出前授業を続けています。

【工生連に参加して（生徒会長）】
今回の活動の中で特に有意義だったのは、グ
ループワークです。「ものづくり」と「スマー
トフォンの使用に関する取り組み」について、
各校の生徒会メンバーと話し合いました。
スマートフォンの使用については、生徒会
による巡回や自粛のためのポスターづくりな
ど、各校様々な取り組みを行っていました。
本校でも取り組みを行っていますが、あまり
成果が出ていないのが現状です。改善のため
には、一人ひとりが使用自粛への意識を高め
る必要があると思います。新年度に向け、も
う一度スマートフォンの使用について見直し
ましょう。今後の生徒会活動でも今回の経験を
活かし、活気ある学校づくりを全校生徒で目指
していきたいと思います。

（生活委員会）

『校内美化の徹底』
＜第１週＞考査に向けて準備しよう
＜第２週＞考査に全力で臨もう
＜第３週＞隅々まで入念に掃除する
＜第４週＞校舎内外の美化に努める

1(木)
7(水)
8(木)
15(木)
22(木)
23(金)
26(月)
27(火)

卒業式
一般入学者選抜会場準備
一般入学者選抜検査日
合格発表
終業式、離任式
二次募集検査日、学年末休業～
入学手続き
二次募集合格発表

