
ジュニアマイスター顕彰制度
　将来の仕事や学業に必要と考えられる国
家職業資格や各種検定、および各種コンテ
ストの入賞実績を点数化した制度。30 点以
上に「ジュニアマイスターシルバー」、45 点
以上に「ジュニアマイスターゴールド」の称号
が全国工業高等学校長協会から贈られる。

＜就職内定先＞
電子機械科
( 株 ) 甲府明電舎、( 株 ) ＮＴＴ－ＭＥ、日
立オートモティブシステムズ ( 株 )、( 株 )
日立パワーデバイス、( 株 ) 宮入バルブ製作
所、甲信越福山通運 ( 株 )、( 株 ) 小林リース、
山梨ＲＰＢサプライ ( 株 )、ケンコーマヨネー
ズ ( 株 )、ケル ( 株 )、アリメント工業 ( 株 )、
日野自動車 ( 株 )( 県外 )、 ジヤトコ株式会社

（県外）、( 株 ) ダイヤ商事、東名化学工業 ( 株 )
クラフト科
( 株 ) 四季、( 株 ) メッツ（2 人）、( 株 ) 湖山
亭うぶや、兼松コミュニケーションズ（株）

（2 人）、( 株 ) ダイアート三枝、( 株 ) オギノ、
防衛省陸上自衛隊
土木システム科
丹沢建設工業 ( 株 )、砂田建設工業 ( 株 )、小
林建設 ( 株 )、山本基礎工業 ( 株 )、( 株 ) 水
上建設、( 株 ) 大石組 ( 県外 )、リスパック( 株 )、
( 株 ) サンキムラヤ、東京電力 ( 株 )、( 株 ) 早
野組、社会福祉法人ふれあい倶楽部、富岳
通運 ( 株 )、( 株 ) 吉字屋穀店、大丸商事 ( 株 )

＜進学決定先＞
聖徳大学短期大学部総合文化学科、東京コミュ
ニケーションアート専門学校ＣＥ学科（２人）、国
際ペットビジネス専門学校熱海校、専門学校中
央工学校インテリアデザイン科、日本工学院八
王子専門学校スポーツ健康学科、富士メカニッ
ク専門学校、山梨県立宝石美術専門学校（２人）、
山梨県立峡南高等技術専門校電気システム科

就職試験を終えて

　ジヤトコ株式会社内定
　　　　　　電子機械科　　高橋　翔威
　私は、入学当初から資格取得に力を入れ
てきました。資格取得を目指して毎日こつこ
つと努力を続けていたため、就職試験当日
でも緊張せずに自分の力を出し切ることがで
きました。また、試験に向けて行った面接練
習や一般常識の勉強などのたくさんの準備
が自分の自信につながり、会社の方にも良い
印象を持っていただけたのではないかと思い
ます。合格内定をいただき、今まで応援してく

ださった方々に恩返しができるよう、これから
も日々努力していくつもりです。

　株式会社ダイアート三枝内定
　　　　　クラフト科　　櫻田　絵理香
　私は、高校生活で勉強・部活動・資格取
得など多くの事に打ち込んできました。その
過程で少しずつ自信がついてきたように思い
ます。就職試験の面接の際、学校生活で努
力してきたことが評価されたときは本当にう
れしかったです。高校生活で何か一つでも良
いので目標を決め、それに向かって努力をす
ることは大切だと思います。私が合格内定を
いただけたのは、面接指導や相談に乗ってく
ださった先生方、家族、友達のおかげだと
思います。本当にありがとうございました。

　東京電力株式会社内定
　　　土木システム科　　降幡　良太郎
　私は、高校に入学して応援団に入りました。
中学校の時は、部活動も学校も休むことが
ありましたが、高校入学後は部活動を休ま
ず続けることを心がけました。また、部活動
とともに資格取得にも積極的に取り組んでき
ました。就職試験では、自分が取り組んで
きた部活動と資格取得についてアピールしま
した。合格内定をいただき、自分が頑張って
きたことが良い結果に繋がり本当に良かった
と思います。
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好景気うけ就活順調！　（10月 30 日現在）

就職 ・進学状況

峡香祭PTA ストア ・ PTA バザー
　ＰＴＡでは、毎年峡香祭でＰＴＡストアを

開催しています。今年の販売品目は、唐揚げ・

フライドポテト・焼きそば・アメリカンドッグ・

豚汁・ジュース類の 6 品目でした。昨年は、

唐揚げがすぐ売り切れてしまったので今年

は増量して販売しました。この日のために、

９月と１０月に２回会議を持ち、準備をして

きました。暑ければ豚汁が売れない！寒け

ればジュース類が売れない！などの悩みはあ

りますが、生徒を含めたお客さんの「おい

しい！」という笑顔が見られるようにとＰＴ

Ａ役員一同頑張ることができました。

  また、ＰＴＡバザーを昨年から始めました。

バザーの品物は、保護者の方と教職員か

ら提供してもらっています。協力していただ

いた皆様、ありがとうございました。今年

も近所の方がバザーの品物を買いに来てく

れましたが、良いものが安く買えると評判

でした。さらに、今年はスイーツデコの体

験コーナーを開設しました。「おもしろい。

楽しかった！」という声がたくさん聞かれま

した。

第 8 回山梨県高等学校応援団発表会
～大連盟旗への集い～　のお知らせ
　今年は、12 月 20 日（日）山梨学
院大学メモリアルホールを会場に開
催されます。今年は過去最多となる県
内１１校の応援団・チアリーダーが参
加し応援パフォーマンスを繰り広げ
ます。本校応援団は少人数ながら、会
場と一体となった他を圧倒する迫力
のある演舞で会場を沸かせます。入場
は無料。詳細は本校ホームページの応
援団ブログをご覧ください。

電子機械科 3年　鈴木法彦君
平成２５年
　　７月　ガス溶接技能講習修了
　　８月　小規模ボイラー取扱技能講習修了
　１２月　計算技術検定３級
　１２月　アーク溶接特別教育講習修了
平成２６年
　　８月　研削砥石の取替え等の業務に係る
　　　　　特別教育講習修了
　　８月　技能士３級（機械検査）
平成２７年
　　１月　低圧電気取扱業務特別教育修了
　　３月　技能士３級（旋盤）
　　３月　小型車両系建設機械特別教育修了
　　８月　フォークリフト運転技能講習終了
　　　　　（１トン以上）
　　８月　技能士３級（電子機器組立て）

電子機械科 3年　髙橋翔威君
平成２５年
　１２月　計算技術検定３級
　１２月　アーク溶接特別教育講習修了
平成２６年
　　７月　小規模ボイラー取扱技能講習修了
　　７月　ガス溶接技能講習修了　
　　８月　研削砥石の取替え等の業務に係る
　　　　　特別教育講習修了
　１０月　基礎製図検定合格
平成２７年
　　１月　低圧電気取扱業務特別教育修了　
　　３月　技能士３級（機械検査）
　　３月　技能士３級（旋盤）
　　３月　小型車両系建設機械特別教育修了
　　　　　（１トン以上）
　　８月　技能士３級（電子機器組立て）
２名は上記の資格を取得しました。

　専門的な知識、技術を学ぶことが資
格取得に結びついていきました。しかし、
部活動（鈴木君は応援団、高橋君は野球
部）と通常の学習に加え、当然ながら資
格取得にも時間をかけなければなりませ
んでした。これらを両立させることは大変
でしたが、資格を取得したいという気持
ちを持ち続け、毎日頑張りました。
　国家試験の技能検定では実技試験と

学科試験が行われますが、実技の練習
により多くの時間をかけました。機械加
工では、許容誤差± 0.05mm の精度の
箇所もあり、切削速度や切削工具刃先の
摩耗などに神経を使う加工を２時間以内
で行わなければなりません。また電子機
器組立では、小さな角形チップ抵抗や IC
チップの半田付けをしなければなりませ
んが、長い時間加熱出来ないので一瞬で
の確実な半田付けが要求されます。半田
ごて温度もその日の室内気温によって調
整をする必要がありました。
　２人は身につけた知識、技術、技能が
高く評価され就職の内定をいただいてい
ます。今後は１１月に行われる資格試験を
受験し、さらなる合格に向け頑張りつつ、
後輩の指導にも当たっています。

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。

平成 27年 11 月　第 15 号

　３年 電子機械科  鈴木法彦君、高橋翔威君の 2 人は、ジュニアマイスターゴールドを取得しました。
１１月にはもう１人が取得し、本年度はゴールドが３人になる予定です。なお、シルバーはすでに多数
の生徒が取得しています。

木材加工部門
で関東大会へ

卒業生から受
け継ぐ

柔道部
ものづくりコンテスト コンクリートカヌー 相撲で関東大会へ

吹奏楽部
コンクール単独出場 Unby  Cup  3 位 進路状況

バレーボール部 好景気を受け
就活順調！

C O N T E N T S

ジュニアマイスター顕彰制度

　ゴールド取得

電子機器組み立て試験に向けての練習

峡南高等学校通信　峡香News

PTA ストア

山梨県立峡南高等学校通信

峡香 News

学校の様子、生徒の活動状
況などを「ブログ 峡

きょうこう

香」
で紹介しています。是非
ご覧ください。

電子機械科

鈴木法彦君　　　　　　高橋翔威君



峡南高等学校通信　峡香News

コンクリートカヌーの大会とは
　自作のコンクリートカヌーに２人が乗
り、３００ｍ先のゴールを目指してタイ
ムを競い合う競技です。「コンクリート
で作ったカヌーが水に浮くんですか？」
これは多くの人が感じる疑問かもしれま
せん。しかし、鉄の塊であるタンカーも
水に浮くのです。そう考えるとコンク
リートが水に浮く事もおかしい事ではな
いと考えられませんか。今年の大会は、
雨と風という悪天候の中で行われ、沈没
し完走できないチームが例年になく多く
出てしまいました。そんな中で、本校は、
１回戦、敗者復活戦ともに完走すること
ができました。

卒業生から受け継ぐ
　コンクリートカヌーは、型枠作りから
取り組むために週３時間の課題研究の時
間を製作に使っても、約１年という期間
が必要になります。したがって、８月の
大会に間に合わせるためには、１年前の
９月から型枠作りを始めなければなりま
せん。昨年は卒業生が後輩に想いを託し
ながら型枠作りに取り組みました。そし
て今年の課題研究カヌー班メンバー６人
が、卒業生の想いがこもった型枠を受け
継ぎました。鉄筋で骨組みをし、金網を
張りその上にコンクリートを打設し、コ
ンクリートカヌーが完成しました。
本校の歴史
　今年で２１回目となるコンクリートカ
ヌー大会に本校は１５年連続で参加して
います。当初は、沈没してしまい記録無

しの大会もありましたが、その経験を活
かし、最近ではタイムも５分台から３分
台と安定した結果を残しています。今年
は３分４３秒と良いタイムだったのです
が、平成１９年の本校最高タイムである
３分８秒を越えることはできませんでし
た。しかし、雨と風が吹く悪天候の中、
何度も左右に振られ沈没しそうになりな
がらもそのたびに懸命に立て直して完走
することができました。

木材加工部門
　ものづくりコンテスト「木材加工部門」の関東大会が、８月５日に埼玉県宮
代町の日本工業大学スチューデントラボで開催されました。本校からは、３年
クラフト科の松下孔太夫君が出場しました。競技は、与えられた課題を２時間
３０分で完成させるもので、墨付け・寸法・完成度が審査され順位が決定し
ます。関東各県の代表総勢２９名の高校生が熱い闘いを繰り広げました。

　私は、ものづくりコンテスト木材加工
部門に出場するのは今年で二年目でした。
昨年は山梨県で関東大会が開催されたの
で、開催県特別枠で出場することができま
した。しかし、昨年の関東大会では周囲
の選手の実力に遠く及ばず、32 名中 22
位という結果に終わってしまいました。そ
こで、今年は昨年の悔しさをバネに、よ
り一層練習に力を入れました。全ての作
業工程を一から見直し、時間配分を考え、
作業ごとに丁寧に仕上げなければならな
い部分を確認しました。そして、新たに決
めた作業方法で通しの練習をしたり、部
分練習をしていきました。しかし、山梨県
大会では緊張から作業を一箇所飛ばして

しまい、仕上がりに響いてしまいました。
それでも何とか３位には入れましたが、課
題が多く残りました。
　山梨県大会から約１ヶ月後に埼玉県で
関東大会が行われました。そこまでの１ヶ
月間は、一層練習にも気合いが入りました。
関東大会では 10 位以内を目標に大会に
臨みました。山梨県大会のようなうっかり
ミスはなく、作品の出来自体も練習時とさ
ほど変わらないものでした。
　しかし、関東大会で開示された点数や
結果は目標に及ばない１６位でした。先生
方は「昨年よりも10 位くらい順位も上がっ
てるし、作品の出来も悪くなかった。」と
言ってくれましたが、私は少しショックを

受けました。努力しても結果がすぐに出る
とは限らないということを改めて感じたか
らです。しかし、ものづくりコンテストに
出場したことで、多くの事を学びました。
悔しさを含め、新たに学べたことを今後の
生活に役立てていきたいと思います。
　　　３年　クラフト科　松下　孔太夫

クラフト科

土木システム科

競技の様子

コンクリートカヌー制作の様子

コンクリートカヌーとともに

競技中の松下君

　８月２９日 ( 土 ) に、コンクリートカヌー大会が
埼玉県戸田市の荒川貯水池 ( 彩湖 ) で開催されま
した。大学・高専は１４チーム、高校は４３チームが参加し、悪天候の中、
熱い戦いが繰り広げられました。

コンクリートカヌー大会１５年連続出場

ものづくりコンテスト関東大会出場

柔道部のメンバー

Unby Cup にて

校内の式典で演奏する吹奏楽部

ジュニアマイスター顕彰制度

　　　　　　　ゴールド取得

３年クラフト科　松下孔太夫君

柔道部

吹奏楽部

女子バレーボール部

　峡南高校に入学して、柔道部の先輩と
顧問の先生から声をかけてもらったことが
縁で柔道部に入部しました。最初の頃は、
練習にも身が入らず、先輩や顧問の先生に
大変迷惑をかけました。しかし、試合が
近くなってきた時に先輩の頑張っている姿
を見て、俺も頑張らなければならないと思
いました。初めての試合はとても緊張しま
した。残念ながら負けてしまいましたが、
課題もわかってきました。
　たくさんの人達と練習してスキルを上げ
ることが必要だと思いました。また、部員
の数を増やすために、部活動に入っていな
い人達に声をかけ、断られ続けましたが、

それでも声をかけ続けていると現在の部
長が柔道部に入りたいと言ってきてくれま
した。今まで声をかけてきて本当によかっ
たと嬉しくなりました。今では、柔道部員
は６人まで増えみんなで力を合わせて部活
動を行っています。
　そんなときに、顧問の先生から柔道を
やりながら相撲もやってみないかという話
がありました。少し迷いましたが、積極的
に相撲にもチャレンジすることに決めまし
た。柔道と相撲は、ルールや技の名前は
違いますが似たところがあり、相撲の練習
が柔道にまた柔道の練習が相撲にも生か
されています。笛吹高校に行って合同練習

もしました。その結果、個人戦で３位、団
体戦で２位に入ることができ、関東大会に
出場することになりました。関東大会は、
１０月２５日に神奈川県の川崎市で行われ
ました。残念ながら良い成績は残せません
でしたが、顧問の先生、先輩、仲間と一
緒にいい結果が残せるよう柔道も相撲も
全力で取り組むつもりですので、これから
も応援よろしくお願いします。
　　2 年　土木システム科　相澤　幸二

　私達吹奏楽部は、今年約 10 年振りと
なる単独でのコンクール出場を果たしまし
た。峡南高校単独での参加は先輩方の代
からの目標でしたので、私達の代で達成
できたことはとても嬉しいことでした。し
かし、単独での参加はやはり簡単なもので
はありませんでした。
　私達の部活は人数が少ないので、たと
え初心者であっても即戦力が求められま
す。経験者は自分の技術を高め、初心者
は基礎を学びながら経験者の演奏につい
ていかなければなりません。また、資格取
得との両立で練習に全員が集まれない日も

あり、合奏の際にリズムや音程が合わない
など問題は山積みでした。しかし、部員同
士でアドバイスをしたり、合宿を行って技
術力を高めるなどして問題を少しずつ解決
していきました。コンクール本番では、今
までの力を全て出し切るつもりで望みまし
たが、このメンバーで臨む最後のコンクー
ルというプレッシャーに負けてしまい満足
のいく演奏はできませんでした。コンクー
ルという舞台で演奏することの難しさや厳
しさを実感しました。私達が目標にしてい
た銀賞には届かず、銅賞という結果でした
が、部員全員が一丸となって一生懸命練習

をしたこのコンクールのことはきっと一生
忘れないと思います。
　吹奏楽で一番大切なのは協調性であり、
一人だけでは演奏は成り立ちません。今
後の活動ではコンクールで学んだことを生
かして、　悔しい思いをしたことをばねにし
て、より一層頑張っていきたいと思います。
　　　　３年　クラフト科　望月　麗華

　現在、本校のバレーボール部は、部員
は私１人だけです。そのため、６人制の大
会には他校との合同チームで出場し、イン
ターハイ予選では悲願の１勝をあげること
が出来ました。しかし、合同チームの他の
メンバーは普通高校の生徒だったため、６
月で引退となり、６人制の大会に向けての
練習は続けられなくなってしまいました。
そんなときに、２人で出来るビーチバレー
に一緒に参加してくれる人を探したところ、

「やってみたい。」と言ってくれる友達が現
れ、最終的に私も含め４人でビーチバレー
の練習をすることになりました。
　私たちは、８月３０日に白州で行われた
ＵｎｂｙＣｕｐという大会を目標にしまし
た。普段は学校の砂場に作った自前のコー
トで練習をし、休日には白州のサンドコー
トに行って練習をしました。夏休みの間も
ほぼ休み無く練習を続けました。人数が少
ない分、濃い内容で練習できたと思います。

　大会では練習の成果が実り、私と川口
汐里さんのペアが３位になることが出来ま
した。指導をしてくださった古澤先生、後
先生、大勝先生。一緒に練習してくれた高
橋君、深澤君。いろいろな面で私たちを
支えてくれた皆様、本当にありがとうござ
いました。
　　３年　土木システム科　大野　果林

相撲で関東大会

コンクール単独出場

Unby Cup に出場して
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