
平成２９年度も残り僅かとなりました。保護者

の皆様、校長先生をはじめ先生方には日頃から

ＰＴＡ活動に対して多大なるご支援とご協力を

賜りまして、心より厚く御礼申し上げます。

今年度は、山形電波工業高等学校として最後の

年、そして高校総体の総合開会式が天童で行わ

れました。各地方の大会を勝ち抜き全国大会へ

出る選手、それを迎える県内高校生の協力した

セレモニーや大会運営では、試合に出ることだ

けでは学べない貴重な体験があったと思います。

さて、産業、流通、サービス

業界全般では「人材不足」と

言っていられない、深刻な「人手不足」に悩ま

されています。卒業生を含む生徒諸君において

は、山形 ( 本校 ) で学んだ「モノ創り」、「コト

創り」が仕事を通して世の中に発信できるよう、

より自己研鑽に励まれることを期待いたします。

　ＰＴＡ役員の方々にはお忙しい中、交通指導

や電工祭でのバザーへのご協力に心より感謝い

たします。
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３年生の保護者の皆様、ご卒業誠におめでとう

ございます。また、本校教育に、ご理解・ご支

援をいただいたことに厚く御礼申しあげます。

本校は今年の 4月から「創学館高等学校」に校

名が変わりますので、山形電波工業高等学校名

での最後の卒業式となりました。新校名になり

ましても引続き産業界で活躍できる人材育成に

努めるとともに、地域をはじめ多くの方々から

より一層愛され親しまれる学校を目指してまい

りますのでよろしくお願いいたします。

１０月２１日（土）に開催された電工祭におい

て毎年恒例のＰＴＡバザーを開催しました。

バザー品の多くは午前中には売り切れ、昨年度

に続き大変盛況なバザーとなりました。今回の

収益金は総額２３，９８０円となり、日本赤十

字社に寄付しました。

去る１１月１８日（土）、天童市の滝の湯ホテ

ルにおいて「天童市ＰＴＡ連合会研修大会」が

開催され、本校よりＰＴＡ会長をはじめ５名

が参加しました。大会ではは鈴木会長より

「本校のＰＴＡ活動及び広報活動について」

という演題で発表いたしました。

４月より新校名「創学館高等学校」へ校名が

変更されます。校名変更に伴い、ホームペー

ジの更新やロゴマーク・ロゴタイプの制定な

ど準備を進めてきました。ＰＴＡからは学校

行事や様々な場面で使用が想定される新校名

の「のぼり」を５０本寄贈していただきまし

た。
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校　長　高橋　健二

学校長あいさつ ４月より「創学館高等学校」へ

天童市ＰＴＡ連合会研修大会ＰＴＡバザー～ご協力に感謝
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ジュニアマイスター顕彰について
□本校初 !　特別表彰認定

進路状況報告

「ジュニアマイスター顕彰」制度は（社）全国

工業高等学校長協会が、様々な職業資格・検

定とコンテストが点数化し、その中から生徒

が在学中に取得したそれらの等級、入賞した

コンテストに対して得た点数の合計によって、

「シルバー」（３０点）、「ゴールド」（４５点）

の称号を贈る制度です。今回、本校では初の

認定となる『特別表彰』（６０点、他に条件

あり）に２名授与されます。またゴールド２名、

シルバー２名がそれぞれ授与されます。

県内就職
ア－ト梱包運輸（株）
（株）ア－ルテック
（株）アイビ－
明司ゴム（株）山形工場
曙ブレ－キ山形製造（株）
（株）朝日測量設計事務所
（株）石澤製作所
（株）エイアンドシ－
（株）エイジェック 東根オフィス
Ｓメディカルシ－ルド（株）
（株）エツキ
（株）カ－サ－ビス山形
（株）カゲサワ
技研（株）河北工場
京浜パネル工業（株）
（株）KDDI エボルバ
（株）コヤマ
三協オイルレス工業（株）
三和缶詰（株）
（株）シスモ
（株）ジョインセレモニ－平安典礼
城北麺工（株）
（株）城西電工
鈴木食品製造（株）
（株）スペ－スパ－ツ山形
スリ－エム・ジャパン・プロダクツ（株）
大日建設（株）
（株）太陽警備保障山形本社
（株）高田地研
（株）タカハシ電工
（株）高木
髙谷建設（株）
（株）滝の湯ホテル

（株）たちばなや
ＴＰＲ工業（株）
ＴＨＫ（株）山形工場
（株）ティスコ運輸
出羽桜酒造（株）
（株）天童ホテル
（株）天童木工
東栄コンクリ－ト工業（株）
東海林建設（株）　
（株）東照電気
東ソ－・クォ－ツ（株）
東北グンゼ（株）
東北電化工業（株）
（有）中川工務店
西東北日野自動車（株）
日新製薬（株）
日東ベスト（株）
日本重化学工業（株）
（株）ネツレン・ヒ－トトリ－ト
（株）東根新電元
不二工業（株）
富士電子（株）
ぼんち（株）
（株）マルニ鈴木食品
（株）三浦板金製作所
ミドリオ－トレザ－（株）
（株）山形一進社
山形ガス燃料（株）
山形化成（株）
山形建設（株）
山形小松フォ－クリフト（株）
（有）山形水産
山形日産自動車（株）
（株）山形メイコ－

（株）ヤマコン
山住設備（株）
（株）山本製作所
ヤマリョ－（株）
（株）ユアテックサ－ビス
（株）吉田段ボ－ル
県外就職
（株）エイジェック 久喜オフィス
（株）カクヤス
住協建設（株）
（株）スバル
住友林業ホ－ムエンジニアリング（株）
仙台タ－ミナルビル（株）
東京コンテナ工業（株）　茨城工場
東京地下鉄（株）
東北ニチレキ工事（株）
（株）トッパンパッケ－ジプロダクツ
トヨタ自動車東日本（株）
日本冶金工業（株）川崎製造所
富士ソフト（株）
ポラスハウジング協同組合
山崎製パン（株）
（株）ユアテック
吉田直土木（株）
ロ－レルバンクマシン（株）
自営・縁故
今田工業
（有）松田造園工業
三星運輸（株）
武田興業
公務員　
神奈川県警察 警察官
自衛官（陸上・海上）

４年制大学・短期大学
東海大学
東北学院大学
日本工業大学
城西大学
東北工業大学
国際武道大学
東北文化学園大学
駿河台大学
上武大学
足利工業大学
羽陽学園短期大学
公共職業開発施設等
山形県立産業技術短期大学校
山形県立農業大学校
山形県立山形職業能力開発専門校
専修学校
ＷＩＺ国際情報工科自動車大学校
大原スポ－ツ公務員専門学校 山形校
花壇自動車大学校
仙台総合ビジネス公務員専門学校
専門学校デジタルア－ツ仙台
専門学校トヨタ東京自動車大学校
専門学校日産栃木自動車大学校
東京スク－ルオブビジネス専門学校
東北電子専門学校
東北文化学園専門学校
日本電子専門学校
宮城調理製菓専門学校
山形美容専門学校

◆平成２９年度進路実績 ( 平成３０年２月１日現在 )
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■特別表彰
　五十嵐　隼斗（３ー１）　渡邉　航（３ー１）
■ゴールド
　菅原　樹（３ー２）　小林　一樹（３ー４）
■シルバー
　大沼　侑貴（３ー４）　川合　匠（３ー４）

就　職 進　学
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生徒の活躍

□第４０回全国高等学校柔道選手権大会東北地区大会

平成２９年９月２４日（日）、本校を会場に「第２９

回全日本ロボット相撲東北大会」が開催されました。

ＣＳＣ、電子機械システムコースの生徒が選手として

参加し、下記の通り全国大会出場権を得ることが

できました。また、多くの教職員・生徒が大会

運営に関わり、成功裏に大会を終えることができま

した。

本誌に関するご意見・ご感想を
お待ちしております。

〒９９４－００６９　天童市清池東二丁目１０番１号
山形電波工業高等学校　ＰＴＡ事務局　担当　村上　良太　tel : 0２３－６５５－２３２１

各種大会等報告

ヨミー大賞 高校生フォトコンテスト２０１７
　　武田　海憂（１ー３）　　　佳作

■ 写真部

第 24 回全国高校対抗選手権大会選考会　全国大会出場
　　草刈千尋（２ー２）　細矢翔太（２ー２）　　佳作

■ ボーリング愛好会

第２９回全日本ロボット相撲大会東北大会 (主催 : 富士ソフト㈱ )

◯高校生の部　自立型
　　市川 翔一（３ー２）優勝　
◯　　同    　　 ラジコン型
　　菅原 樹（３ー２）優勝　　樋口 光（３ー２）第５位
　　
第２９回全日本ロボット相撲大会全国大会 (主催 : 富士ソフト㈱ )

◯高校生の部　ラジコン型
　　樋口 光（３ー２）準優勝

■ コンピュータシステムクラブ

『法隆寺大講堂』　　○○賞
　蜂谷 良太　小川 遥香　柴田 夏輝　高橋 潤　堀 俊貴　遠藤 稜
　太田 華蓮 （いずれも３ー４）

『せんだいメディアテーク』　○○賞
　川合　匠　井上　皓太　佐藤　政良　武田　勇斗　立里　蘭　
　松田　優太　毛利　健人　渡辺　龍善（いずれも３ー４）

『広尾の教会』　○○賞
　武田　晃希　青柳　守　鈴木　朝日　鈴木　快斗　堀川　誠
　宗田　悠世　渡根　桂太（いずれも３ー４）　　優秀賞　

■ 第６５回県内高等学校建築設計デザインコンクール
　　　　　　　　　　　　　　　　 ( 主催 : 山形県建築士会 )

『筑後川昇開橋』　　◯◯賞
　小林 一樹　板花 大悟　川口 恵佑　川田 樹希　 今田 洋一朗　長瀬 卓也
　畠山 春月（いずれも３ー４）

『竜の口橋りょう』　○○賞
　土田 光希　金子  葵　高橋 知也　滝口 彪流　長岡  快　長谷川 翼
　（いずれも３ー４）　優秀賞　

■ 第１６回高校生橋梁模型作品発表会 (主催 : 国土交通省 )

平成２９年度全国高体連等級章　　２級
　　寺崎　黎（３ー３）　長瀬　卓也（３ー４）

■ 陸上競技部

□第２９回全日本ロボット相撲東北大会

※山形電波工業高等学校ＰＴＡ新聞「交流」は次号より『創学館高等学校ＰＴＡ新聞「交流」』へと引き継
　がれます。次号（第９１号）にご期待ください。

平成３０年１月、「第４０回全国高等学校柔道選手権大

会東北地区大会」が山形県体育館を会場に開催されま

した。本校からは県予選を勝ち抜いた阿部滉生（２ー

１）・最上豪（２ー２）２名の選手が出場しました。個

人６０ｋｇ級において阿部滉生がベスト１６、個人８

１ｋｇ級において最上豪君がベスト８の結果を残しま

した。

ストップ温暖化「エコカップやまがた２０１７」
『地域に根差した再資源化の利用～工業学習と ECO活動～』 
 　　エコカップやまがた賞

■ モノづくり倶楽部


