
ガンバレ甲府工業柔道部

■インターハイ団体戦結果 男子　2回戦敗退
 女子　ベスト16

次の時代へバトンタッチ
インターハイ終了で全部員の半数を占める主力の3年生が引退し、9月からは早くも新人戦がスタートしました。

先輩達の残した輝かしい戦果に負けない戦いを期待したいと思います。

■個人戦 男子　－60kg、－66kg、－100kgに出場　1，2回戦敗退
 女子　－48kg、－52kg、－57kg、－63kg、－70kg、＋78kgに出場
 －48kg　三枝春風　ベスト16　　－57kg　藤本みどり　ベスト16
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アベックで三大会に優勝
団体戦において「新人戦」「県総体」「インターハイ県予選」の三大会すべてを、男女共に優勝する快挙を達成！！

個人戦では女子が新人戦で全階級（7階級）を、インターハイ県予選で6階級を制覇。抜群の安定感で、他校を寄せつけず。

甲府工業柔道
部

　インターハイ終了で、全部員の半数を占める主力の上級生が引退し
ました。三年間で一人の脱落者も出さず辛い練習に耐え、素晴らしい
戦果を残した三年生に心から拍手を送りたいと思います。この間の厳
しい練習、成果、友情は必ずや卒業後の君たちの糧となることでしょ
う。「お疲れ様でした」
　9月からは早くも新人戦が始まりました。先輩達から受け継いだ根

性とチームワークで「常勝! 甲府工業柔道部」を目指してください。そし
て柔道というスポーツを楽しむことも忘れないでください。
　また、近浦先生、竜沢先生、秋山コーチの熱心なご指導のもと、この
三年間で柔道部は確実にレベルアップし、県下を席捲するまでになり
ました。次の三年間では「全国で戦える甲府工業」を育てていただきた
いと思います。



祝祝 優勝 優勝祝 優勝

　インターハイの女子団体ベスト16に、1年

生で大将を務める西田香穂選手（後列左）が

大健闘！

　関東高校柔道大会では、ー48kgで三枝春

風選手（後列右）が三位入賞。

　平成21年関東ジュニア体重別選手大会で

一57kgの藤本みどり選手（前列左から二人

目）が準優勝、9月12日に埼玉県立武道館で

行われた全日本ジュニアに出場しました。

（全国から18名の選抜）

　8月2日（日）に奈良県営競輪場で行われた全国高校総体自転車競技1kmタイ

ムトライアルで、自転車部の末木浩二君が優勝しました。

　末木君は第63回国民体育大会「チャレンジ！おおいた国体」ケイリン優勝、

2008年JOCジュニアオリンピックカップ自転車競技大会ケイリン優勝、平成19

年度全国高等学校選抜自転車競技大会ケイリン優勝、2009JOCジュニアオリン

ピックカップ自転車競技大会 1kmタイムトライアル第2位という好成績を収めて

いますが、1kmタイムトライアルでは初めての全国優勝です。

●東京電力（株）…6名 ●中部電力（株）…6名
●JR東日本…2名 ●テルモ（株）…4名
●（株）キトー…2名 ●（株）内藤ハウス…2名 
●TDK（株）…2名 ●早野組…1名
●東京エレクトロン（株）…1名
●公務員…4名

平成20年度

進路状況
●指定校大学…約74校

●県内求人…190件

●県外求人…440件　

100%

●山梨大学…5名 ●名古屋工業大学…1名
●信州大学…1名 ●芝浦工業大学…5名
●東京電機大学…5名 ●日本大学…5名
●拓殖大学…4名 ●日本工業大学…3名
●東洋大学…2名
●山梨県立産業技術短期大学校…5名

全245人 全121人
進学
49.4%
(121人）

四年制大学
52.9%
(64人）

専門学校
38.8%
(47人）

短期大学・大学校
8.3%(10人）

就職
50.6%
(124人）

すごいぞスーパーレディー
甲府工業柔道部
「負けるなスーパーマン甲府工業柔道部」←チョット押されぎみ

平成21年度全国高等学校総合体育大会（インターハイ）

2009近畿まほろば総体

自転車競技  １ｋｍタイムトライアル
末木浩二君

就職内定率

主な就職先 主な進学先



祝 優勝

登校指導に参加して

　正面玄関を入り右に進むと食堂（学食）がある。

　学食は木製のテーブル・椅子が使われ清潔感があり、とても開放的な空間になっている。

　メニューは12種類からなり、特に生徒に人気なのは‘ラーメン’‘うどん’等の麺類と‘ピリ辛カ
レー’だという。

　価格は250円から470円と学食ならではの低価格にも関わらず、大変ボリュームがありとてもお
いしいと生徒からも好評である。

　学食を切り盛りするのが長谷部さん、生徒からはマスターの愛称で親しまれているとても温か

みのある人だ。長谷部さんは甲府工業のOBで、平成9年に新校舎に変わった時から面倒をみてき
てくれている。昼・夜（定時制）の学食の他に、野球部の寮生の食事の世話もしてくれている、その

ため朝は6：30から夜10：30までの仕事ということもしばしばだそうだ。まさに寮生の母親代わ
りもつとめてくれている。

　マスターが言う、「甲府工業を（自分が卒業した高校を）好きになってほしい」

こんな温かいマスターがいる学食を是非訪れてみて欲しい。

婦人部

教 員 紹 介
　教員になって20年。それまでは、外資系のコンピュータメーカーで大型コンピュータの開発に従事し、家族共々アメリカの
サンディエゴで生活したこともありました。アメリカ生活に慣れてしまい、若い人たちにこの技術を教えたいという気持ちの
高まりもあり、東京を離れ山梨の地で工業教育に取り組んでいます。
　甲府工業高校は、学業にスポーツに文化活動に山梨を代表する学校であり、県民に元気を与えている学校です。「山梨県の
元気の源は甲府工業高校にあり！」この気持ちで、これからも頑張っていきたいと思います。

教頭  手塚 芳一

　婦人部の活動のひとつである、「実習見

学会」が6月25日に行われました。
　中学校と違い、高校は行く機会も少ない

のですが、昼食付きで授業参観ができるの

ですから、これはうれしい婦人部の特権で

す。日替わりランチ、ラーメン&かき揚げ丼

等々、さすが高校の学食だけあってボリュ

ーム満点でした。

　その後、各科の実習見学会に入ります。

　未来のエンジニアを目指す子供たちの

真剣な眼差しに、好きなことをやっている

充実感があるように感じました。

　少人数制授業は、先生方の目も行き届

き、危険な作業や機械を使う授業も、安心

して受けられているのではないでしょう

か。

　コンクリートの強度を測る授業や、溶接

など、普段は見ることのできない専門分野

の授業も、大変興味深いものでした。

　また、進路についても先生方から、大学・

企業へ優秀な生徒を送り出している状況

を説明されました。さすがに伝統ある甲府

工業、先輩方が作ってくださった道がある

からこそだと思いました。

　3年生にとっては、最後となる五葉祭・強
歩大会と、これから婦人部の活躍の場が待

っています。

　生徒たちに「美味しかった」思い出となる

よう、頑張っていきたいと思います。

生徒指導部会長  窪田 清

婦人部長　有泉 和美

編集委員長　小俣 雪路

学
食
を
訪
ね
て
・
・
・

校内探訪

　平成21年6月10日～11日の朝、保護者と教職員（PTA）、生徒会役員の
皆さんと共に、服装や交通安全に気を配った登校指導を実施しました。

　甲府工業では毎年春と秋の年2回(4日間)登校指導を行っています。
　生徒指導部の声としては、「集団で横に広がっている生徒も若干見受

けられたが全体的に良かった。」「服装についてはボタンを外している人

や靴のかかとを踏むといった生徒もいたが、ほとんどの生徒は清潔感が

あり、好印象であった。」「ほとんどの生徒がしっかりと気持ちの良い挨

拶で登校していました。」その他、「生徒の様子を見守ることができる意

味でも、登校指導を経験することで生徒と接触できる時間が持てて良

かった」という声を頂きました。

　私たち保護者に出来ることは、一人ひとりの顔を見て挨拶するくらい

ですが、いつも事故のないよう無事に登校できますようにと、心に願っ

て止まないのです。

　甲府工業が築いてきた伝統と地域社会からの信頼を頂き、さすが甲

府工業生だ！と言われるように、各家庭でのご協力もよろしくお願い致

します。

実 習 見 学 会



第59回全国高等学校PTA連合会大会沖縄大会

第55回関東地区高等学校
PTA連合会大会山梨大会

「PTA五葉」も、3年目の発刊を迎えることと成りました。発刊にご協力頂きました皆様方に感謝申し上げます。
1年目、2年目、3年目と内容も充実し、PTA会員の皆様に、子供達は何をしているのか、PTAは何をしてい
るのか限られた記事ですが、少しでもご理解頂けたら編集委員一同、少しは肩の荷がおろせます。
これからも、内容を充実し4年目へと繋がるよう努力して参ります。PTA会員の皆様方には、益々のご支
援ご協力をお願い申し上げます。

http://bb.kofu-th.ed.jp/pta/

〈モバイルサイト〉
バーコードリーダーで
このバーコードを撮影
すると甲府工業高校
PTAサイトアドレスが
読み込めます。

モバイルサイトも同じアドレスとなります。

編集後記 平成21年度PTA会長　篠原 道雄

前期編集委員
河野 政子（M3-1）・佐野 明美（E3-1）・小俣 雪路（A3）・樋口　 彰（M2-1）・村松 義秀（E2-1）・
小澤 文寛（A2）・丹澤 淳人（M1-1）・小田和 みちる（E1-1）・依田 茂己（A1）

　第59回全国高等学校PTA連合会大会沖縄大会が8月26日から28

日の3日間、『 拓くたくましさ つなぐ優しさ 築こう親子の輪 』をメ

インテーマに沖縄県で開催されました。コバルトブルーの珊瑚礁の

海に囲まれた亜熱帯の緑の島々、独特な歴史と豊かな文化を育み、

人々の心が熱い沖縄県で自然と文化にふれることができました。全

国から総勢約1万人が参加し、宜野湾市の沖縄コンベンションセン

ターをメイン会場とし全体会、分科会が開催されました。私達甲府

工業の3名（私、戸田校長先生、樋川PTA副会長）も、33校72名の

山梨県高等学校PTA連合会の一員として参加して参りました。

　27日の全体会での琉球大学新城澄枝教授の「18歳までに育てた

い食の自己管理能力」との講話、28日の第1分科会での「学校教育と

PTA」全国4校の事例発表と研究協議など、内容も充実していまし

た。国際化・情報化の進展や少子高齢社会の到来など社会の急激な

変化に伴い、生徒・保護者、地域社会の学校に求める教育内容も多

様化している。また、金融危機による世界的な景気や雇用情勢の悪

化、一方では若年者の早期離職率や失業率の高さ、そして、就労意

欲の乏しい若者の増加も深刻な社会問題になっている。そのため、

私たち大人や地域社会は、これまで以上に子どもたちを守り育てる

具体的な「健全育成」の取り組みが強く求められていること。

　また、新しい教育基本法が公布施行され、思いやりのある豊かな

心を基軸とした教育再生が強調される中で、学校、家庭及び地域住

民等の連携協力と家庭教育の充実が益々重要になっている。

　そのような中で、親ができることは子どもたちが創造性豊かで逞

しく生き、自己の夢実現に向けて成長することに手を携えてあげるこ

とであると締めくくりました。

　亜熱帯の地沖縄において、全国のPTAの仲間が出会い、明日を担

う子どもたちをとりまく様々な課題について、ユイマール（結びの精

神で育む）の精神で大いに研究討議し、それらの課題解決に向けて

協働した充実した3日間でした。

　7月3日　全体会　小瀬スポーツ公園武道館、4日　分科会　県民
文化ホール他3会場にて、関東地区7県から3,361名の参加者を得て
盛会に行われました。本校役員も、裏方として篠原会長をはじめ延
べ25名で、受付、会場、運営等の係を務めました。8年に一度の地元
開催に携わる事ができ非常に良い経験になりました。

PTA会長 篠原 道雄

PTA副会長 樋川  是

自転車部…平成21年度全国高等学校総合体育大会　自転車競技
 1kmタイムトライアル　第1位　末木浩二 

野球部…… 第91回全国高等学校野球選手権大会山梨県大会　準優勝 

吹奏楽部… 第49回山梨県吹奏楽コンクール高校B　銀賞

放送委員会…第56回NHK杯全国高校放送コンテスト
 　校内放送発表部門 研究奨励賞　加賀美 佑弥、芦澤 拓磨
 　テレビドキュメント部門 奨励賞　松田 和紀、細田 涼太

機械科…… 高校生ものづくりコンテスト関東大会　山梨県大会
 旋盤加工部門　優勝　原　雄治 

電気科…… 第8回電研電気工事コンテスト 山梨大会　準優勝
 松田 和紀 

電子科…… 第11回電子ロボと遊ぶアイデアコンテスト
 ホームエレクトロニクス開発学科特別賞
 広瀬 和也、西川 賢、依田 涼介

工業科…… WRO JAPAN　　  　決勝大会兼日本代表大会
 レギュラーカテゴリー  高校生部門　審査委員特別賞
 広瀬 和也、西川　賢、石原 知弥

生徒の活躍状況


