
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
　本校は一括募集です。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。

こんな生徒を
育てたい

資格への挑戦 デザインフェス
タを見学して

学科主任からのメッセージ 電子機械科 クラフト科

ものづくりコン
テストとは

土木システム科 進路指導部

就職内定率 100％
進学決定率 100％

C O N T E N T S

自分の興味・関心

適性を  探る !
新入生の声

取材に協力してくれた 1 年生

　本校の第１印象は？
・校則は厳しいですが、当た
り前なことが今まで以上に
しっかりと身についていると
思います。
・誰にでもあいさつができる、
明るい学校です。
・生徒会と応援団による歌唱
指導がありました。厳しいも
のでしたが、乗り越えること
ができました。でも、社会は
もっと厳しいと思います。
・先生方も厳しいと先輩から
聞 い て い ま し た が、 優 し く
話を聞いてくれる先生方でし
た。
・入学して２か月が経ちまし
た。学校生活にも慣れてきま
したが、勉強と部活動の両立
は大変です。くじけずに、頑
張っていきたいと思います。

　工業の授業はどう？
・電子機械科では、ガス溶接
を体験することができまし
た。先生方にていねいに教え
ていただくことにより興味が
わいてきました。
・クラフト科の授業では、色
彩についての勉強をしまし
た。たくさんの発見があり、
興味深い内容を体験すること
ができました。
・土木システム科では、測量
機器を使って学習しました。
距離と角度が簡単にわかり驚
きました。

・授業でいろいろな経験がで
きるので、わくわくしていま
す。専門的な内容を学ぶこと
が楽しみです。

　普通科の授業は？
・もともと人数が少ないのです
が、クラスを２つに分けて、少
人数の授業を行っています。私
たちにとってもわかりやすいの
で、とても良いと思います。
・発言しやすい雰囲気を作って
くれるので、授業が楽しくわか
りやすいです。
・苦手な教科も克服したいと思
います。

　志望する学科は？
・土木システム科を希望してい
ます。ＣＡＤや測量などいろい
ろなことを学びたいと思いま
す。また、たくさんの資格を取
りたいと思います。
・電子機械科を希望していま
す。機械について様々なことを
学び、それを生かして就職をし

たいと思います。
・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、将来に
役立てようと思っています。

　部活動は？
・陸上部に入りました。中学校
では走り高跳びと１００ｍに取
り組んでいましたが、良い成績
は残せていなかったので、高校
では良い成績を残せるように努
力したいと思います。
・サッカー部のマネージャーに
なりました。選手をサポートし
ていけるように頑張ります
・野球部のマネージャーになり
ました。礼儀やあいさつも学べ
るので良かったと思います。
・柔道部に入りました。先輩に
追いつけるように稽古を続けた
いと思います。
・ソフトテニス部に入りました。
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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山梨県立峡南高等学校 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。

実習体験をしてみませんか

オープンスクールのお知らせ

８月２１日（日）

　過去５年間、「学校推薦による就職内
定率１００％！　進学決定率１００％！」
特に、平成２７年度の土木システム科の
生徒は、第一希望に全員が合格しました。
もちろん、他校と比較しても就職内定先は
引けを取ることはありません。
　生徒数２００人弱の本校では、当然の
ように聞こえますが、集団が小さくなって
も様々な個性を持った生徒が在籍してい
ます。
　しかし、生徒数が少ないということには、
入学したときから、「生徒一人一人の顔が
見えている」・・・という利点があります。

各学年・各科・各分掌と横・縦のつなが
りを密にし、生徒一人一人の個性に応じ
て、進路先を指導するというよりは相談と
いう考えで対応しています。
　「生徒一人一人の顔が見えている」とい
うことは、進路決定において、より生徒に
合った就職先や進学先の紹介及び斡旋が
できるということです。
　たとえば、他の学校には配置されてい
ない就職支援教員による生徒一人一人に
対しての進路面談があります。また、職員
全員による就職希望者・進学希望者への
面接指導を、個々の生徒の希望を踏まえ
て手厚く行っており、自己表現やコミュニ
ケーション能力の育成の充実を目指してい
ます。さらに、各学年で実施する進路ガイ
ダンスは、多くの情報の中から自分の適性
を見つめることができる絶好の機会になっ
ています。授業内容に即したＳＰＩ（基
本的な性格と様々な能力を測る適性検査）
対策指導や小論文指導、さらには夏季休

業中の英・数・国を中心とした進学課外
の充実など、普通科目の対策にも力を入
れています。
　資格取得についても、各科の授業内容
に応じたものから、誰が取得しても進路先
で即戦力として使える資格等を数多く紹介
し、かつ峡南高校を会場として実施してい
ます。
　このような日々の活動によって、平成
２８年度も「学校推薦による就職内定率
１００％！　進学決定率１００％！」を達
成したいと考えています。

　５月１８日（水）に久那土小学校の１・２
年生が来校しました。まちなか探検の授業の
ためです。「ここは何をしているところ？」
という疑問を持ちながら、見学をしていまし
た。可愛らしい小学生に高校生の方がわくわ
くしていた様子でした。

学校推薦による就職内定率１００％！

               　進学決定率１００％！<本校の進路指導>・・・指導から相談へ

久那土小学校１ ・ ２年生が本校訪問



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
や木材を中心とした材
料加工技術を学び、デ
ザインから作品完成の
体験をとおして『もの
づくり』の基礎的・基
本的な知識と技術・技
能を身につけ、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、技能検定貴金属
装身具製作３級に１・２年生８名が受検
し全員が合格しました。また新たに実施
された技能検定家具製作家具手加工作業
３級に３年生２名が合格しました。

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
工管理技術検定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！
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　平成 27 年度卒業式に表彰を受けた電
子機械科 (25 名 ) の生徒数を紹介します。
三カ年皆勤賞 6 名、三カ年精勤賞 5 名、
外郭団体表彰者 ( 学科関係 )3 名、全国
工業校長会ジュニアマイスター顕彰制度
ゴールド3名 、同顕彰制度シルバー1名、
外郭団体表彰者 ( 部活動関係 )2 名、各
種コンクール表彰 2 名、生徒会功労賞 4
名、＜各種資格取得者＞・技能検定機械

加工普通旋盤 3 級 4 名、技能検定機械
検査 3 級 4 名、技能検定電子機器組立
3 級 3 名、危険物取扱者免許状取得者乙
種第４類 1 名、乙種第６類 1 名、丙種 2
名、第 3 級海上特殊無線技士 13 名、第
4 級アマチュア無線技士 13 名、フォー
クリフト運転技能講習修了者 ( 最大荷重
1 ｔ以上 )14 名、ガス溶接技能講習修了
者 21 名、ボイラー取扱技能講習修了者

22 名、玉掛け技能講習
修了 1 名、アーク溶接
特別教育修了者 25 名、
研削砥石の取替え等の
業務に係る特別教育講
習修了者 23 名、低圧電
気取扱業務特別教育講
習 修 了 者 25 名、 小 型
車両系建設機械 (3 ｔ未
満 ) 特別教育修了者 11
名、＜各種検定合格者
＞・計算技術検定 3 級

20 名、基礎製図検定 8 名、パソコン利
用技術検定 3 級 5 名、日本漢字能力検
定準 2 級 3 名、3 級１名でした。最多取
得者は 14 種の資格を三年間で取得しま
した。

　今年度は技能検定機械加工普通旋盤 2
級に初挑戦をします。また女子生徒が
技能検定電子機器組立 3 級の取得を目
指しています。その他に機械検査 3 級、
普通旋盤 3 級、金属熱処理 3 級、JIS 溶
接検定（A-2F）の取得に向け放課後の
時間を使い多職種の検定合格を目標に頑
張っています。

電子機械科
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多様な価値観・アイデアに触れる
　私は蒸気機関や機械仕掛けが大好きな
ので、デザインフェスタには同じものを好
きな人がたくさん居ることがわかり、とて
も嬉しかったです。同じものをモチーフに
しても形にすると全然違うところが発想の
差かと感じました。また、アクセサリー・
雑貨を扱っている店は、やはりレジンが
多かったのですが、ただレジンというだけ
でなく指輪の一部に樹脂を流してその上
から歯車や花などを入れるなど工夫してあ
るものもあってこれはＦ科で習った事の中
に組み込めそうだと思いました。

　今回デザインフェスタという場に行けて
本当にたくさんの人の価値観やアイデアに
触れることができて良かったです。私も好
きなことを形にできるように技術技能を上
げていきたいです。　　　（坂井　明日香）

可能性が広がった瞬間
　まず最初に向かったのは、４階の暗い
エリアです。そこにはたくさんの光りに関
する作品がありました。紙の城のライト
アップに光るキノコ、ステンドガラスのミ
ニチュアハウスに魚等の標本があり、私は
瓢簞をランプにしたモノを出している人に
植物を加工するのって大変なのか聞いて
みました。「生物だから傷んだりして加工
前の準備が大変」と言われ、植物加工の
大変さを知ることが出来ました。次はアク
セサリーやガラス細工・金属加工したモ
ノを中心に見ていきました。アクセサリー
はレジンや金属加工したモノが多く、それ
ぞれの特徴を最大限に生かしていました。
金属は真鍮を使った作品が多いと感じま
した。ガラス細工はトンボ玉やかんざし・
ピアスにイヤリング・指輪等沢山の種類
があり、ガラスの可能性が広がった瞬間
でした。　　　　　　　　（望月　未来）

自分の個性が作品に
　今回のデザインフェスタで私は、自分
を表現することの豊かさと自由さを感じま
した。、私が最初に見に行ったところは暗
いブースでした。ミステリアスな雰囲気が
とても良くて、面白い仮面を付けたり変装

している人もいて個性が出ているなと思
いました。ファッション・雑貨のコーナー
では私の好きなメルヘンなものがたくさん
あり、とても興味を持ちました。スイーツ
のパーツを使ったり、レースやパステルカ
ラーなど、自分の好きなものがつまった
小物はとてもかわいくて、真似したくなり
ました。いいものはたくさん吸収できたの
でよかったです。また、木材やガラスを使っ
たものもたくさんあって、「これはどうやっ
て作ったの？」と思うような作品がたくさ
んありました。
　自分の表現を前面に出すことが個性に
つながりいい作品が生まれることを今後の
クラフトの授業でも大切にしていきたいと
思いました。　　　　　　（山口　優奈）

ものづくりコンテストとは

　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、外業のデータをもとに計算をする内業に分
かれてタイムと精度を競うものです。平成 21 年から 25 年の 5 年間
県代表として関東大会に出場し、平成 25 年では関東 2 位となりま
した。昨年の大会では、惜しくも 2 位で県代表になれませんでした。
今年は、３年ぶりの県代表目指して、課題研究で取り組んでいます。

デザインフェスタを見学して

クラフト科

土木システム科

資格への挑戦

　５月１４日 ( 土）、クラフト科の２
年生は東京ビッグサイトで開催され
た、アートイベントデザインフェス
タ vol.43 を見学しました。


