
＜就職内定先＞
電子機械科
（株）甲府明電舎、（株）メッツ身延工場、（株）
吉字屋穀店、（株）前田製作所、（株）フォネッ
ト、（株）アップル運輸 山梨営業所、山梨Ｒ
ＰＢサプライ（株）、（株）ＥＪサービス、ニス
カ （株）(２名 )、（株）光製袋工業所、日本
郵便（株）南関東支社、清水工業（株）山梨
工場、（株） コイケ (２名 )、（株）ＮＴＴ－ＭＥ（県
外）、山崎製パン (株 )（県外 )、（株）ジヤトコ
（県外）
クラフト科
ホンダ自動車販売（株）、（株）メッツ身延工
場、（株）小林リース(２名）、（株）サンウッド、
ケル（株）、リスパック（株）山梨工場、アリ
メント工業（株）、大丸商事（株）ニスカ （株）、
（株）光製袋工業所、( 医 )八香会 湯村温泉
病院、ケンコーマヨネーズ（株）山梨工場、( 福 )
ふれあい倶楽部 (２名 )
（株） エーアイ、（株）ファイブフォックス、（株）
達工房（県外）
土木システム科
（株）森山組、（株）深沢工務所、山本基礎
工業（株）、丹澤建設工業（株）、（株）釜谷
工務店、砂田建設工業（株）、羽黒工業（株）、
井上建設（株）、（株）望月組土木、小林建設
（株）、昭和建設（株）、丸浜舗道（株）、( 株 )
西和工務店 ( 県外 )、日舗建設 ( 株 )（県外 )

＜進学決定先＞
日本大学工学部機械工学科、日本大学工学部
土木工学科、山梨県立産業技術短期大学校、
甲府市立甲府商科専門学校 (２名 )、大原簿記
情報ビジネス医療福祉専門学校甲府校、新東
京歯科技工士専門学校、山梨秀峰調理師専門
学校

就職試験を終えて

　株式会社コイケ内定
 　　　　　　電子機械科　　篠原　武蔵
私は、就職活動をしている中で、一番大事
なことは、資格取得と学校を休まないことだ
と思いました。高校３年間、私はこの２つの
ことを頭に置いて高校生活を過ごしてきまし
た。また、部活動を続けることも大切だと思
います。私は、サッカー部で３年間部活動に
打ち込めたこともいい思い出になりました。
  就職試験では、面接練習や一般常識の勉
強をしっかりすることが自信になりました。
合格内定をいただき、応援してくださった方々
や夜遅くまで面接練習をしてくださった先生
方に恩返しができるように就職してからも頑
張っていきたいと思います。

　リスパック株式会社山梨工場内定
　　　　　　　クラフト科　　望月　賢也
　私は、クラフト科に所属しており、アイデ
アを形にするということを学びました。この
ことが、リスパックを受験する際に役立った
と思います。
  また、部活動にも力を入れており、ソフトテ
ニス部で部長を務めていました。就職では、
１つのことをやり続ける点も評価されたので
はないかと思います。就職してからも、部活
動で養ったリーダーシップを発揮することが
できるように努力していこうと考えています。
  就職が内定できたのは、家族や先生方、
友人のおかげだと思います。これまで支えて
いただいたことに感謝し、これからも頑張ろ
うと思います。ありがとうございました。

　昭和建設株式会社内定
　　　　　土木システム科　　平賀　玲衣
　私は、高校に入学してから、勉強・部活動・
資格取得に力を入れて頑張りました。部活動
では応援団に入り、自分自身に少しずつ自信
がついてきたように思います。就職試験の面
接の際、学校で行った面接練習のことを考
えながら臨むことができました。また、筆記
試験でも力を出すことができ、内定をいただ
くことができました。
　今まで頑張ってきたことが実を結んでとて
もよかったです。今まで応援をしてくださっ
た皆様、どうもありがとうございました。
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好景気うけ就活順調！

　今年の販売品目は、豚汁・焼きそば・唐
揚げ・フランクフルト・パン・ジュース類の
６品目でした。「おいしかった」という生徒

の笑顔が今年も見られました。ＰＴＡ役員
の皆さんも参加される方がだんだん増えて
きており、「楽しかった」という感想を皆さ
ん述べていました。
　２日目のＰＴＡバザーも、開店前から近
隣の方が待っている盛況ぶりでした。今年
は、一般的な生活用品に加え、青果類や米、
観葉植物など多くの品目がありました。品
定めをする側と売る側の駆け引きが盛り上
がる場面もあり、楽しい時間であったと思
います。

第 9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23日（金）天皇誕生日
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。

受検するきっかけ
　私はものづくりが小さいときから好きでし
た。峡南高校の学校案内を中学生の時に
見て、貴金属装身具の検定があることを知
りました。高校 1年生の後期に３級貴金
属装身具製作を受検しました。3級の実技
課題は、シルバー９２５を使用して指輪を
３時間で製作します。課題を作り終え綺麗
に出来た指輪を見てすごい達成感が湧き、
もっと沢山の物を作りたいと思いました。
合格した事で3級技能士になることができ、
2級の受検資格が手に入りました。２年生
の前期に２級を受検することは可能でした
が、先輩の取り組みや五十嵐先生の説明
もあり、更に高い技能を目指して行きたい
と自分でも思ったので、２級貴金属装身具
製作を３年生で受検することにしました。

合格に向けて取り組んだこと
　２級実技課題の取り組みは、２年生の
夏休みが終わった9月から始めました。始
めの 3ヶ月は形になりませんでした。3級
の実技指導をしていただいた「ものづくり
マイスター」の小池先生に指導していただ
きながら、五十嵐先生のアドバイスなどで
必要な工具を揃えたり製作工程を検討した
りして、試行錯誤しながら取り組んできまし
た。検定時間が７時間と非常に長いので、
平日の放課後や休日に登校して練習をしま
した。シルバー９２５を使用して数多く練
習しましたが、本番の課題は１８金を使用
します。実習では使用したことのない金を
使うので、３回ほど練習しましたがとても
緊張しました。
　学科試験の取り組みは、過去問題を中
心に友人とお互いに問題を出し合いなどし
ました。わからない事など
は、ジュエリー用語事典な
どを参考にして調べながら
勉強していきました。

技能検定受検を通して得たこと
　まず、自分自身に自信が付いた事です。
物事を始めるときにいろいろ考えて行動に

移して行けるようになり、友人たちにも頼ら
れる事が増えました。次に道具を正しく速
く使う事ができるようになりました。ヤスリ
の角度やノギスでどこを測定するのかなど、
この道具はどうしたら効果的に使えるかを
考える事が増えました。最後に自分の知ら
ない事への興味が多く出て来た事と、いろ
いろな人と関わりコミュニケーション能力が
以前より上がったと思います。技能検定 2
級を受検した事で、今まで関わりの無かっ
た人と話す機会があり、自分の知らない事
や分からなかった事の答えなど、とても良
い話しを沢山聞くことが出来ました。自分
はまだ人に教える事は出来ないですが、い
つか自分の持っている技能や知識を人に教
える事が出来るように勉強していきたいで
す。

今後の目標
　高校卒業後、ジュエリー制作会社に就職
します。宝石を扱ったことが無いので仕事
をしながら宝石の事も勉強していきたいと
思っています。また、今回エントリーしたけ
ど駄目だった技能五輪全国大会に来年は
山梨県代表として出場したいです。そして、
全国大会で優勝し、日本代表として世界大
会で外国の人達とも競っていきたいです。

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。
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技能検定　２級貴金属装身具製作に合格して　　３年クラフト科　水本　聡
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　山梨県の機械系の高校生代表が産業技
術短期大学校都留キャンパスで、ものづく
りコンテスト関東大会予選を行いました。
本校の電子機械科高野那々瀬君が優勝
し、関東大会の出場権を本校始まって以
来初めて獲得しました。資格取得やもの
づくりの教育を進める中で素晴らしい成
果が出たと思います。高度熟練技能者の

指導を仰ぎ、休みの日も放課後もこつこ
つと取り組んだ成果でした。５Ｓの精神か
ら身につけ、大きな大会にも動じない精
神と技術を身につけてこその快挙でした。
今後も後輩が続くことを望んでいます。

  ものづくりコンテスト関東大会に
出場して
 　　   電子機械科　　高野　那々瀬

　私は、技能士２級（旋盤）の試験で大
きなミスをしてしまいました。そのため、
次のものづくりコンテスト関東大会予選
では結果を残そうと心に決め、全力で臨
んだところ、優勝することができました。
そして、関東大会に向けての練習が始ま
りました。より精度の高い作品を作るこ
とに集中しました。
  関東大会当日は、他の県の人たちの使っ
ている道具や１つ１つの動きが全く違っ
ており、驚かされました。このことは、
自分にとって貴重な経験になりました。
入賞は出来ませんでしたが、関東大会に
出場するという経験を是非後輩の皆さん
にもしてほしいと思いました。

　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ましたがそ
の後 2年間は、出場できずにいます。3
年ぶりの県代表を勝ち取るためチーム一

丸となって夏の強い日差しの中、練習に取
り組みましたが一歩及ばず代表にはなれ
ませんでした。来年以降、後輩に優勝を
託すことになりました。

　平成２８年８月２７日（土）に第 22

回土木系学生によるコンクリートカヌー

大会が荒川貯水池 ( 彩湖 ) で開催されま

した。大学・高専 14 チーム、

高校29チーム（32校43チーム）

が参加しました。競技は自作の

カヌーに二人が乗り 300m先の

ゴールを目指してタイムを競い

合う競技です。今年で 22 回目

となるコンクリートカヌー大会

に本校では１6年連続で参加し

ています。実験や座学で得た知識をコン

クリートカヌー作成に活かしています。

大会当日は、雨が降り続く中、最後まで

諦めずに完走することが出来ました。
外業に取り組む生徒

コンクリートカヌーとともに

旋盤作業コンテスト風景

関東大会の作品山梨予選での優勝賞状

開会式の様子

全国サッカー選手権大会試合後
ものづくりコンテスト測量部門

コンクリートカヌー大会参加

地方大会直前　稽古場にて

第 16 回高校生ものづくりコンテスト
関東大会

　日時：平成２８年９月１１日
　会場：神奈川県立東部総合職業技術校 

　山梨県代表として初めて電子機械科
　3年の高野那々瀬君が出場しました。

野球部のメンバー

サッカー部

野球部

演劇部

　こんにちは、サッカー部です。今年は
部員17名と人数の多い部になりました。
　今年度のユースリーグでは 3部リー
グに所属し、昨年と同様に身延高校の 2
名と合同チームで戦いました。3勝 9敗
でリーグ 25チーム中 20位でした。我
がチームの目標は、「守って、我慢して、
ワンチャンスを大事にして 1対 0で勝
つ」です。試合後のミーティングでは、「技
術云々では無く、戦う姿勢、気持ち」に
ついてよく指導してもらいます。顧問の
石坂先生は、「チームの勝利もうれしい
けど、周りのチームの先生に「いいチー
ムになってきましたね。」と言われるの

が、俺は一番うれしい。」と私たちに話
してくれます。
　今年一番の試合は、３年生最後の大会
となる全国サッカー選手権大会の試合で
す。リーグ戦５－０で負けている甲府西
高校との対戦でした。前半に２点失点。
ハーフタイムにもう一度気持ちを入れ直
し、「しっかり守って１点返す。」このこ
とを考えて後半戦をむかえました。笛が
鳴るまで本当に必死になって走り、戦い
抜きましたが、結果２－０で敗れてしま
いました。試合には負けてしまいました
が、チームが一つになり、今年一番の試
合ができたと思います。

　この大会で私たち 3年生 3名は引退
になります。後輩達にはいいお手本ばか
りでなく、ときどき悪いお手本も見せて
しまうときもありましたが、このチーム
で 3年間サッカーができて本当に良かっ
たです。
　これまでにお世話になった先生方、ま
た応援してくださった多くの先生、友達、
OB、保護者の皆様本当にありがとうご
ざいました。これからの後輩達の活躍を
期待しています。

３年土木システム科　田島優大

　現在、本校野球部は１・２年生の７人で
活動をしています。野球は９人が揃わなけ
れば、試合を行うことができません。新チー
ムとしての公式戦である工業高校大会や
秋季大会は他の部に助人をお願いし、何と
か出場することができました。結果は厳し
いものとなりましたが、人数というハンデ
を克服しながら公式戦に臨むことで、技術
的な部分だけでなく、試合ができる喜びや
助けて頂いている周りの方々への感謝の気
持ちなど、精神的な部分を多く学ぶことが
できたと思います。この先もこのハンデを
克服していかなければならないので、いつ

か「少数精鋭」と呼ばれるように、チーム
としてもっと成長していきたいと思います。
　チームのスローガンは「日進月歩（どん
どん進歩すること）・凡事徹底（当たり前
のことを徹底的に行う）・一所懸命（何事
にも真剣に）」の３つの柱です。特に凡事
徹底に力を入れています。返事を相手に聞
こえるようにする、チームが盛り上がるよ
うな声を出す、最後まで全力疾走などはも
ちろんのことですが、朝に行う部室やトイ
レの清掃活動、練習前のあいさつの確認
など、人として大切な当たり前のことにも
取り組んでいます。

　これまでの試合を通して、保護者、先生
方、応援団や吹奏楽部をはじめとする全
校生徒のみなさん、ＯＢの方々など、たく
さんの温かい声援をいただき、多くの皆様
の支えがあって、私たちは試合ができてい
ると実感しました。ですので、「勝つ」だけ
でなく「気持ちよく応援される」野球部を
目指し、「勝利」が「私たちのもの」だけ
でなく、「応援して頂いた皆様のもの」とも
なるように、この先も頑張っていきます。

２年　電子機械科　松田　一成

　私たち演劇部は、６年ぶりに地区予選
を突破して、県大会へ出場します。地区予
選を突破することは今までの大きな目標
だったので、達成できて本当に良かったで
す。１年生は初めての舞台だったのですが、

基礎練習や土日の辛い練習を一生懸命頑
張ったので、予選を突破することができた
のだと思います。今年の演劇部は本気度
が今までと違い、舞台装置にも力を入れま
した。地区予選は突破しましたが、私たち
はまだ自分たちの演技に納得できていませ
ん。声の大きさの調整や滑舌や立ち振る
舞いなど、まだまだ未熟なところがたくさ
んあります。課題をこれからの練習でしっ
かりクリアしていき、県大会では地区予選
の時とはまた違った劇ができれば最高だと
思っています。　
　この「サクラの、その。」という台本で

県大会に行けることは、私の中で宝石の
ような思い出になりました。これから県大
会に向けて全力で稽古したいと思います。
１１月１９日（土）、２０日（日）にコラニー
文化ホールで高等学校演劇大会が開催さ
れます。お時間がある方は是非見に来てい
ただけると嬉しいです。私たちが県大会に
出場できるのは、今まで応援してくださっ
た方々の支えがあったからだと思っていま
す。本当にありがとうございました。これ
からも演劇部をよろしくお願いします。

３年　電子機械科　　鈴木柚香
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