
峡南高校に入学して

校章の由来
基部は、農業（Agriculture）の頭文
字Ａの３個の組み合わせで、同時に
工業（Technical）のＴを表します。
上部に富士を描き、最下部のＡを除
いて “ 西 ” の文字を表していて、両
方で地域を象徴し、大空に羽ばたく
姿を表しています。
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峡香 News
　本校は一昨年度から一括募集になりました。新入生は、
前期（４月～９月）に各学科の基礎をひと通り学び、自分の
興味・関心や適性を探ります。そして、進む学科を選択し、
後期（１０月～）から各学科に在籍し、それぞれ
の専門科目を学習します。
　入学してから２ヶ月経ったところ
で、新入生の声を聞いてみました。
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取材に協力してくれた 1年生

本校の第１印象は？
・あいさつや駅清掃などに取
り組み、元気で明るく活気の
ある学校だと思います。
・ルールの厳しい学校。しか
し、当たり前のことを当たり
前にしていれば過ごしやすく
感じると思います。自然も多
く、環境にも恵まれた、伝統
がある学校です。
・入学後、生徒会と応援団に
よる歌唱指導がありました。
とても厳しいものでしたが、
それを乗り越えることで、峡
南高校の一員として認められ
た気がしました。
・入学して２か月が経ち、学
校生活にも少しずつ慣れてき
ました。勉強と部活動を両立
させ、友達を大切にして高
校生活を楽しんでいきたいと
思っています。

工業の授業はどう？
・中学校にはない授業なので、
少し不安なところがありまし

たが、受けてみると非常に楽
しく、将来に役立つと思いま
した。前期でしっかり基礎を
身につけたいです。
・電子機械科では、大きな機
械を身近にして戸惑うことも
ありましたが、先生方にてい
ねいに教えていただくことに
より少しずつ仕組みがわかっ
てきました。
・土木システム科では、のぞ
くだけで距離や角度がわかる
測量機器を使って学習しまし
た。使いこなすことは大変で
すが、毎週の授業がとても楽
しみです。
・クラフト科の授業では、金
属の加工などを勉強しまし

た。たくさんの発見があり、
興味深い授業でした。

普通科の授業はどう？
・クラスを２つに分けて、少人
数の授業を行っています。先生
方が生徒１人１人をしっかり見て
くれています。
・人数が少ないこともあり、発
言もしやすく、わからないとこ
ろをすぐに質問できるところが
良いところです。苦手な教科も
あきらめずに勉強していこうと
思います。

志望する学科は？
・クラフト科に入りたいと思って
います。木材加工や金属加工
など多くのことを学びたいと思
います。様々な資格取得を目指
し、将来に役立てようと思って
います。
・電子機械科を希望しています。
機械を使ってものづくりをした
いと考えています。たくさんの
資格も取得したいと思います。
・土木システム科を希望してい
ます。ＣＡＤや測量などいろい

ろなことに興味をもっています。
現場でいろいろなものを作りた
いと思います。
・土木システム科とクラフト科
の２つで迷っています。これか
らすべての授業に全力で取り組
み、自分の将来に適した科を
決めたいと考えています。

部活動は？
・吹奏楽部に入りました。野球
応援など高校でしか体験でき
ない行事があるので、これから
がとても楽しみです。
・野球部に入りました。高校か
らは硬式のボールなので慣れる
まで時間がかかりますが、少し
でも先輩方に追いつけるように
一生懸命頑張っています。
・女子バスケットボール部に入
りました。初心者で上手ではあ
りませんが、先輩方がていねい
に教えてくれるので、３年間頑
張りたいと思います。
・ソフトテニス部に入りました。
毎日、汗をかきながら楽しく練
習しています。めざすは県大会
ベスト８です。
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　本校では、皆さんが今まで学習したことのない専門科目が
たくさんあります。オープンスクールでは、電子機械科・クラフト科・土木システム科の実験・
実習内容を実際に体験できます。是非、峡南高校で「ものづくり」の世界にふれてみてください。
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生徒会長
　　３年　土木システム科　大野　果林
　最初はとても不安でした。生徒会役員と
して生徒会活動をしたことがなかったから
です。何もわからず始めた生徒会長でした
が、生徒会本部役員のみんなが協力をし
てくれました。わからないところはていね
いに教えてくれましたし、どのようなことを
すればよいかについても相談に乗ってくれ

ました。とても感謝をしています。
　これからは、峡南高校をもっとよくして
いきたいと思います。自分なりに努力し
て去年より今年が少しでもよくなるように、
生徒会長としてどうすればよいかを考えて
いこうと思います。

生徒会副会長
　　２年　土木システム科　相澤　幸二
　私は、昨年１２月の選挙で、生徒会副
会長に当選することができました。とても
うれしかったことを覚えています。生徒会
の仕事は、様々なことがありますが、充実
しており、楽しい学校生活を送っています。
　副会長にはなりましたが、わからないこ
とも多く、生徒会役員を引っ張っていくこ
とができていない点を反省しています。こ

れから、野球応援や峡香祭などイベント
がたくさんあります。このような行事をとお
して、生徒会役員を引っ張っていけるよう
な自分になりたいと考えています。

生徒会副会長
　　２年　土木システム科　川野　一貴
　私は、以前から生徒会活動に興味を持っ
ていました。自分が副会長になれたことに
対して生徒の皆さんに感謝しています。副
会長としての活動は充実しており、いろい
ろなことが勉強になります。
　今後は、副会長としての務めを果たすと
ともに、生徒会全体のことを考えていきた
いと思います。学校をよくするためにはど
うしたら良いかを考えながら、人としても
成長していきたいと思います。

生徒会の中心メンバー生徒会の中心メンバー
生徒会長と副会長に、生徒会活動の感想と今後の抱負を聞きました。



各学科主任からのメッセージ

　「ものづくりは人づくり」をモットーに、各学科で
は、それぞれの専門の知識技術を学び、将来の地域
社会を担う人材の育成を行っています。各学科の主
任に、育てたい生徒像を聞いてみました。

電子機械科　主任 長田 宇

　電子機械科は、時代
が求めるモノやカタチを
基本から学べる学科で
す。技術力と柔軟な思
考で想像する人材を育
成します。「実習」の授
業では機械を使って物
を作ったり、様々な実験をしたりします。
ロボットコンテスト、国家試験旋盤３級・
機械検査３級・電子機器組立３級、ガス・
アーク溶接、溶接コンクール、ものづくり
コンテスト等に取り組みます。その他パソ
コンや電気・制御等と図面をコンピュー
ターで描くＣＡＤもあります。技術技能を
身に付け「ものづくり」で自己実現する喜
びと感動を味わってください。

クラフト科　主任 五十嵐智則

　クラフト科は、金属
や木材を中心に材料加
工技術を学習し、もの
づくりを学ぶ学科で
す。
　デザインから作品完
成の体験をとおして基
礎的・基本的な技能・技術を修得して、
地域産業を支える人材を育成していきま
す。
　資格取得に関しては、国家試験貴金属
装身具製作３級に７名、建築大工３級に
２名が合格しました。また品質管理検定
にも取り組み、１４名の生徒が４級に合
格しました。

土木システム科　主任 守屋英朗

　土木とは、社会生活
を安全で快適に送るた
めの基礎となる道路、
橋、トンネルなどを築く
仕事を行います。自然
相手のため苦労も多い
ですが、完成したとき
の感動はとても大きいです。
　土木システム科では、土木の基礎知識、
測量・CADなどの技術を３年間で身に着
けるよう指導します。さらに、２級土木施
工技術者をはじめとする多くの資格の取
得を目指しています。
　卒業後は、現場監督や測量事務所など
で活躍できる土木技術者の育成を目標に
取り組んでいます。

こんな生徒を育てたい！こんな生徒を育てたい！

国家試験に合格！ 7人に「技能士」の称号が授与されました。
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　電子機械科２．３年生、７名が国家試験技能検定　機械加工普通旋盤
３級と機械検査３級に合格しました。この技能検定は学科試験と実技試
験によって行われ、合格者には「合格証書」とともに「技能士」の称号
が授与されました。
　４人はつぎの国家試験、電子機器組立３級に取り組みをはじめていま
す。全国工業校長協会ジュニアマイスター顕彰制度ゴールド認定を目指
し、勉学と部活動を両立させ頑張っています。

　電子機械科３年生

　体育祭では、クラスＴシャツを作りクラス一丸と

なり協力し合い盛り上がりました。厳しさの中にも

楽しい時間をクラスの仲間と過ごしています。日々

の学校生活を通し切磋琢磨しています。

ジュニアマイスターゴールドを目指す！

国家試

ジュ電子機械科電子機械科
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角丸　百合奈
　ずっと楽しみにしていた初めてのデザイ
ンフェスタ見学は、自分が想像していたよ
りも大きな建物で、会場が広すぎて何が
どこにあるのか分からなく、どこから見学
しようかという気持ちになりました。見て
思ったことは、一つ一つの物が凝って作っ
てあったり、何かの余りでピアスを作って
売っていたりなど、興味が沸く物が多かっ
たです。会場が広すぎて全部見ることが
出来ませんでしたが、気に入ったお店は長
時間見ていても飽きず、個性ってこういう
ことかと何回も思えました。

　集団で行動するよりも、自分の好きな
物や興味がある物を見ていた方が楽しく
て、久しぶりに自分だけの時間が過ごせま
した。とても楽しかったので、次はプライ
ベートで行き、いずれは自分もお店を出し
てみたいと思いました。

町田　瑠菜
　今回初めてクラフト科でバスに乗って県
外へ行き、クラフトに関する展示物を見て
きました。最初はつまらないだろうなとか
思ったりもしましたが、着いてみたら沢山
の人で楽しみに変わりました。列に並び会
場に入るまで時間がかかったけど、沢山の
人がそれぞれ個性のある作品を展示して
いてとても魅力的でした。どれも見入って

しまうぐらいで、初めて見る物に「こういう
作品も作れるんだ」という驚きがありまし
た。自分としては、大きな壁に絵を描いて
いる人達にとても魅力を感じ、何時間でも
ずっと見ていられました。自分でもあんな
風に自由に絵を描いてみたいなと思いまし
た。
　作ってある作品も個性あるものばかりで
クラフトの実習で何か作る機会があった
ら、デザインフェスタで吸収したことをい
つか表
現出来
たら良
いなと
思いま
した。

ものづくりコンテスト測量部門

　ものづくりコンテストとは、トー
タルステーションを使って測角・
測距を測定する外業と、測定した
データをもとに計算を行う内業の
タイムと精度を競うものです。
　平成 21 年から 25 年まで、5年
連続で県代表として関東大会に出
場し、一昨年は関東 2 位となり、
全国大会出場にもう一歩のところ
まで行きました。
　昨年は、県大会で優勝を逃し 6

連覇はなりませ
んでしたが、今
年度、再度県代
表になるため取
り組んでいます。
初めは、機器操
作にも戸惑って
いた生徒が、大会近くなると先生
を越えるタイムや精度を打ち出す
までに成長して行くのには驚かさ
れます。
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