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台湾高校生との交流事業 (４月１１日撮影 )

新任のごあいさつ

ＰＴＡ会長

鈴木

欣也

ＰＴＡ会員の皆様には常日頃よりご理解とご協

人が多いという面では喜ばしい傾向ですが、職

力を賜り、心より厚く御礼を申し上げます。

場で求められるのは頭数の人材ではなく、前向

平成二十九年度、伝統ある「山形電波工業高等

きに粘り強く仕事に取り組める人財です。

学校」としての最後のＰＴＡ会長を務めること

「働く」とは、元々ハタ ( 他人 ) をラクにする

になりました鈴木です。昨年は体育館が新しく

( 役立つ ) ことを指します。
『働き方改革』とは

なり、来年には新校名「創学館高等学校」とし

単に労働時間の問題でなく、自分の仕事と社会

て、制服も一新されます。この節目の年に大役

のつながりを認識した仕事の質が大事と考えま

をいただき大変光栄に存じます。

す。

さて、昨今の世の中の動きに目を向けると国内

保護者の皆様には先生方と協力し、全生徒が

では様々な分野で人不足が発生しています。求

成長できるよう、ご協力をお願いいたします。
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学校長あいさつ

新任教職員紹介
山本
校

長

高橋

健二

１７８名の新入生を迎え、全校生徒５０２名で
平成２９年度がスタートしております。ここま
で、陸上競技でインターハイ出場・高校生もの

養護教諭
部活動顧問

都

（やまもと

みや）

華道愛好会

西村

祐哉（にしむら

ゆうや）

担 当 教 科 芸術（音楽）
部活動顧問 バスケットボール部
吹奏楽愛好会

づくりコンテスト「木材加工部門」での県優勝
・図書館活動の文部科学大臣表彰・県会議員と
の意見交換会・天童人間将棋への参加、地域の
高齢者事故防止活動など、生徒はいろんな分野

柴田

翔（しばた

しょう）

担 当 教 科 数学
部活動顧問 バスケットボール部

で躍動しております。来年より「創学館」高等
学校に校名が変わりますが、これを機に生徒諸
君の一層のがんばりを期待したいと思います。

三宅

明（みやけ

あきら）

担 当 教 科 理科
部活動顧問 サッカー部

平成３０年４月より校名変更
新校名（下記はシンボルマーク及びロゴタイプ）

伊藤

翔（いとう

しょう）

担 当 教 科 工業
部活動顧問 バレーボール部
昨年９〜１１月、全国にむけて本校の新校名を
公募した結果、６００を超える応募があり、校
内で検討した結果『創学館』高等学校

伊藤 千紘（いとう
担 当 教 科 理科
部活動顧問 サッカー部

ちひろ）

（そうがくかん）に決定しました。
校名変更に伴って、今後制服や校歌等の変更が
検討されています。
なお、学科名（やまがた創造工学科）やカリキ
ュラムに変更はありません。

万年 由香（まんねん
担 当 教 科 国語
（非常勤講師）

ゆか）

今後、新聞広告等を通じ、新校名変更を内外に
周知するとともに、新校名のもと、教職員一同
新しい学校づくりに励む所存です。
『創学館』高等学校にご期待ください。

西澤

仁（にしざわ

ひとし）

事務長
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topics
□平成２９年度 ＰＴＡ総会

□平成２９年度 入学式

４月２９日（土）本校体育館において平成２９

今年度は１７８名の新入生を迎え盛大に挙行さ

年度ＰＴＡ総会が開催されました。会員の皆様

れました。入学生全員の氏名が呼び上げられた

のご協力のもと、規約改正など議事につきまし

あと、１年１組の菅原純珠くんが元気よく新入

てはすべて承認されました。

生代表宣誓を行いました。

□投てき運搬車、インターハイで活躍

□

山形県総合運動公園で行われた南東北インター

天童市の春の一大イベント「天童桜まつり」に

ハイ・陸上競技で本校が製作した投てき運搬車

て行われる人間将棋の駒武者役として本校生徒

が生徒操縦のもと大活躍しました。会期中は皇

２３名が参加しました。当日は多くの観客が見

太子殿下も見学されました。

守る中プロ棋士による対戦が行われました。

第６１回天童桜まつり

〜人間将棋ボランティア〜

おしらせ
平成２９年度 スクールカウンセラーのご案内
■ 来校日

９月

４日（月） １１月

２日（木）

１月

２２日（金） １２月

１５日（金）

２月

１０月 ２６日（木）

１９日（金） ２月 ２３日（金）
９日（金） ３月

９日（金）

※利用方法や SC の予約については保健室に直接お問い合わせ下さい。
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生徒の活躍
□第１０回国際マイクロメカニズムコンテスト
相撲マイクロメカニズム（無線部門）
優

勝

□平成２９年度全国高等学校総合体育大会
陸上競技（ハンマー投げ）
インターハイ出場

コンピュータシステムクラブ
３年 樋口 光

陸上競技部
３年 寺崎

黎

私が今回優勝することができたのは、昨年負け

毎日、先輩方や先生の厳しいご指導をうけ、

た悔しさを忘れず、どうすれば勝てるのかを追

高校生活の最大の目標であるインターハイに

求し続けた結果だと思います。敗戦から学ぶこ

出場することができました。この経験を今後

とは多く、自分を成長させてくれました。

の人生に活かしていきたいと思います。

□インターンシップを終えて

□高校生ものづくりコンテスト
山形県大会̶木材加工部門̶
優勝【東北大会出場】

電気エネルギーコース
３年 鈴木 竜人

住環境デザインコース
３年 川合 匠

インターンシップでは、工事現場の見学や照明

県大会は他校の選手から学ぶ点も多ったと思

の取り付けなど、学校では学べないことをたく

います。東北大会では昨年の先輩の記録を超

さん経験させていただきました。今回改めて、

えることはできなかったものの、今後の進路

電気工事の楽しさを学ぶことができました。

につなげることができたと思います。

各種大会報告
■ 陸上競技部
平成２９年度全国高等学校総合体育大会
ハンマー投げ 出 場
寺崎 黎（３-３）
同
長瀬 卓也（３-４）
第７２回東北高等学校陸上選手権大会
ハンマー投げ 第４位
寺崎 黎（３-３）
同
第５位
長瀬 卓也（３-４）
棒高跳
第８位
小林 一樹（３-４）

■ 書道部
第５４回欅墨書院展 団体優秀賞
個人の部 山形県賞 奥山 優香（３-３）
■ ３年３組情報メディアコース・モノづくり倶楽部
第２７回天童夏祭り「全日本創作みこし祭り」
名人賞 山形電波工業高等学校 玲瓏神輿會

ＰＴＡ関連行事のご案内
８月

ＰＴＡ・教育後援会本部役員会

９月

ＰＴＡ理事会

１０月 ＰＴＡ生活部・文化部合同街頭指導
電工祭バザー参加

山形県私学大会
１０月

１１月 天童市ＰＴＡ連合会研修会

山形県私立中高校ＰＴＡ連合会会長会

本誌に関するご意見・ご感想を
お待ちしております。

２月 天童市ＰＴＡ連合会交流会

〒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

4

