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 「文化のつどい」は、①文化的視野の深化、②人的交流の促進、③特別活動の

活性化 の３つを目的とする本校定時制の文化祭行事です。「定時制の生徒にも

全日制と同じような特別活動の機会や場を提供できないものか」という特活部教

員の願いから誕生した取組みです。今年で２回目の開催となります。 
   
 今年の「文化のつどい」は、さらにパワーアップした生徒たちの取組みを見て

いただきました。第１日目の生徒たちによる発表（下記日程）も第２日目の行事

（兼「おおいた教育の日」特別行事）も、生徒たちが深く関わっています。 
  ＜ 次ページ 本文 につづく ＞ 

日程概略 
  
   ＜１９日（水）＞             ＜２０日（木）＞ 
  
 18:00 開会行事             18:00 開会挨拶 

 18:10 生徒発表              18:15 おおいた郷土料理 

     ①溶接競技会に参加して        「じり焼き」解説 

     ②エコラン大会への挑戦      18:30 「じり焼き」調理実習 

     ③修学旅行報告                  

 19:10 講演「世界のおもしろ人間たち」    20:00 閉会行事 

     講師 三ヶ尻俊雄 氏 

生徒発表風景 「エコラン大会への挑戦」 

 

 地域も応援しています、  頑張れ！定時制              芳河原台自治会会長  本多 忠勝 

 おおいた教育の日「特別行事」に初めて参加しました。学校のすぐ近所に家を構えながら、いままで定時制のことはあまり
知りませんでした。しかし今回、直接定時制の生徒さんたちに出会い、その頑張り、奮闘ぶりを目の当たりにし、とても感心さ
せられました。また、生徒さん手作りのチリトリを自治会に寄贈していただき、大変ありがとうございました。大切に使わせても
らいます。 

 さて、前回の「定時制ニュース」に、様々な職場で一生懸命働いている生徒さんたちが紹介されていました。その記事を読
みながら、「若いときの苦労は買ってでもするものだ。」と親父に言われた時のことを思い出しました。昼間働きながら夜間学
校で勉強するのは、とても大変なことだと思います。でも、若い時は、いろんなことを吸収し自分を大きく成長させられる一番
大切な時期です。今している苦労は、後で大きな実となり返ってくるものです。しっかり頑張ってください。 

 機械科の作品が「おおいた国体炬火台」に採用されたり、大分県定時制通信制体育大会で陸上部が27年ぶりの総合優勝
を遂げるなど、最近みごとな活躍が目立つ大分工業高校定時制の皆さんですが、今後も、職場でも学校でもしっかり頑張り、
立派な伝統を築いてほしいと思います。地域住民も応援しています。 

広場 
 【 学校と家庭・地域・職場を結ぶコーナー 】 

 それぞれの思いを綴り、交流を図るコーナーとして考えています。皆さんの寄稿をお待ちしています。 



Page 2 

大工定時制／ 勤労学生の学舎 

８月８日に行われた大分県高等学校溶接競技会に参加した機械科グループ（１、２年生合

わせて４名）がこれまでの取組みおよび競技会当日の様子を発表・報告しました。本校は、一

昨年の大会で惜しくも二位という成績を残しています。 

日本の繁栄を支え続けてきた熟練溶接技能者が、今、「ものづくり」現場から急激に姿を消

しています。後継者の養成は、現在緊急の課題となっているのです。そのような背景の下、溶

接技能を学ぶ高校生たちを育て励ますために県などが主催となり実施しているのが、この溶

接競技会です。 

 工業高校は「ものづくり」の現場を担う人材育成を目標とする学校です。生徒もそのことを十

分理解し、日々鍛錬を重ねています。競技会に参加した生徒たちは、現場の真剣な眼差しを

全身で感じ、これまで以上にやる気が湧き上がってきたと述べていました。人は、期待され鍛

えられる環境に身を置いてこそ、本来の生きる力が発揮できるようになるのだと思います。彼ら

の今後が、非常に楽しみです。 

７月２７日行われた「ホンダエコノパワー燃費競技九州大会」に大工定時制チームとして１７

年ぶりに出場しました。前回は優勝を遂げましたが、今回は数年後の優勝を目標に置いての

出場でした。「とにかく動かなければ何も始まらない」そんな気持ちでエコラン部を起ち上げ、

たった３ヶ月しかない準備期間を気合いの突貫作業で乗り切ったのでした。 

さて、この競技はガソリン１㍑でどれだけ長く走れるかを競うものです。車の出来次第で大き

く結果が分かれますが、最高のエンジンが開発できたとしても、それだけでは勝てない難しさ

があります。今大会の優勝記録は 836.172 ㎞でした。本校チームは（結果的にはタイムオー

バーで失格になりましたが）、427.532 ㎞の記録は出せました。目標の 1000 ㎞は遙か彼方で

すが、再挑戦初回の結果としては上々だったと考えています。それにしても、放課後は２～３

時間、夏休み中は朝から晩まで、前日はエンジントラブルで夜中の３時過ぎまでと、よく毎日こ

こまで頑張れたものだと思います。 

 今大会は静かに終わりました。そして目標を達成するのは、まだ見ぬ後輩たちかも知れませ

ん。しかし、この扉を開けたのは私たちです。「一つの仕事をやり終えた」そんな自信がきっと

未来を切り開く力となってくれるだろうと思っています。私たちの挑戦は、今、始まったばかりで

す。これからが本番です。  

 「修学旅行は、かくもすばらしいものなのかと実感してやまぬ２泊３日だった。」 

 こんなにすばらしい旅行になるんだから無理してでも行った方がいいぞ。生徒たちは、そん

なメッセージを込めて修学旅行の報告をしました。お金がないとか、仕事を休めないとか、どの

生徒にもそれぞれ事情はありましたが、一生に一度のことだし、また苦しい時だからこそ行った

方がいいんだと説得を続け、何とか当日を迎えたのでした。ケガや病気で行けなくなった生徒

が出たことは残念でしたが、それ以外はほぼ及第点をあげられる修学旅行だったと言って良

いでしょう。 

 沖縄では、みんな浮かれっぱなしだった訳じゃありません。ひめゆり平和祈念資料館や摩文

仁の丘では、生徒たちは言葉を失っていました。学校で沖縄戦の勉強をして来た訳ですけれ

ども、実際に目にし実感し、正直、すごいショックを受けたようでした。文化のつどいの前日、

一人の生徒が「写真を追加して平和について語りたい！」と皆に同意を求めましたが、実は皆

同感だったのです。これも修学旅行の大事なお土産でした。 

 文化のつどい当日、報告に立った生徒たちはしっかりと自分たちの思いを全校のみんなに

伝えることができました。このような立派な成長を見せてくれている生徒たちを、私は本当に誇

らしく思います。 

 【 溶接への挑戦 ～ 明日を拓く技能者をめざして ～  】   

 【 エコラン大会 技術の頂点をめざし ～ 栄光よ再び ～ 】 

 【 沖縄修学旅行 で得たもの 】  

大役を果たす生徒会執行部 

沖縄修学旅行最終日 

「平和の礎」を前に 

生徒発表の一コマ 

車体づくりに腐心するエコラン部員 

特集 文化のつどい と おおいた教育の日  
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定時制ニュース 第５号 

特別行事 「じり焼き交流会」（文化のつどい 2日目） 

上： 三ヶ尻俊雄氏 

下： ラリーのイメージ（画像はイン

ターネット上のWebページから借用） 

 講 演  「 世界のおもしろ人間たち 」     講師 三ヶ尻 俊雄 氏   

 「文化のつどい」初日は、三ヶ尻俊雄さんの講演で締めくくられた。 

 三ヶ尻さんは、18歳でモトクロスを始めた、国際B級ライセンスも持つ経験豊富なライダーだ。

バハ１０００（アメリカ～メキシコ）、ラリーレイドモンゴル（北京～ウランバートル）、オーストラリア

サファリなど、参戦歴も豊富で、パリダカールラリーに参戦している程のラリーの第一人者。 

 この日は、パリダカールラリーに参戦したときのお話を中心に、ユーラシア大陸を横断したと

きに見聞きされたことなど、豊富な写真をもとに大変貴重なお話を聞くことができた。生徒たち

もバイクに惹かれる年代だけに興味深く聞き入っていた。ラリーで実際に使ってるバイクを持っ

て来たかったと残念そうだったが、ご本人も先日ファラオラリー（エジプト～リビア）から戻られた

ばかりで、船便のバイクはというと、まだ日本に到着していないとのことであった。 

 講演の最後に、いくつか生徒から質問が出ていたが、その一つひとつに丁寧に答えられて

いる姿が印象的だった。好きなこととはいえ、道を究めることは大変なこと。人一倍苦労を重ね

努力を重ねてらっしゃることは想像に難くない。それを何事もなかったのように語られるところ

にも、プロ魂を感じさせた。      これからのご健闘をお祈りしたします。 

「自治会で使ってください」と自作の

チリトリを贈る機械科の生徒たち 

 文化のつどい２日目は、おおいた教育の日「特別行事」を兼ねた催しでした。「特別行事」も

今年で３回目になりましたが、今回は企画段階から生徒会の参加が得られるなど収穫も多く、

特に「生徒の前向きな姿勢がとても良い」と、来賓や一般参加の皆さんからお褒めの言葉をい

ただきました。 

 この「特別行事」は、 

   １）学校・家庭及び地域社会が相互に協力し合う環境づくりの契機とする。 

   ２）学校広報活動及び進路開拓の場の一つとする。 

   ３）様々な人との交流を通して、生徒の社会性の伸長を図る。 

を目的として始められた行事です。保護者や近隣の方あるいは雇用先の方々の参加が得ら

れて初めて成り立つ行事なのです。今後とも皆さんのご支援・ご協力をお願いいたします。 

 学校外部の方の協力を得て成り立つ特別行事 

 今年は 「 じり焼き 」 交流会 

 今年は地域とのふれあいを深めようと生徒会が中心となり企画した「じり焼き」交流会でした。   

 「じり焼き」 は 「ひ焼き」 とも呼ばれ、厚めのクレープにトッピングを施したような食べ物です。

素朴で簡単だけど、年配の方には懐かしく若い世代には新鮮な、世代を超えた交流の場には

うってつけの料理だったようで、各テーブルとも和気あいあい、とても温かくて楽しい交流会が

実現できました。参加いただいた方々と談笑する生徒たちの笑顔がとても印象的でした。 

 「来年もやろうな！」。片付けを終えた会場から聞こえてきた生徒の声でした。彼は、きっと 

次の生徒会役員として、今年以上のものをと頑張ることでしょう。頼もしい限りです。 

 地域で活躍できる技術者へ  ～ できることから 身近なことから ～ 

 特別行事は「地域に根ざした学校づくり」をめざす重要な取組の一つであると考えています。 

また、生徒には「地域で活躍できる技術者」に育ってほしいと思っています。「地域に支えられ

ながら」、そして「いつかは地域を支える人として」成長して行ってほしい、それが大工定時制

の願いです。 そんな思いに応えてくれた生徒たちがいます。 

 「日頃お世話になっている人たちに、手作りのチリトリを作ってプレゼントしよう。」機械科２年

の生徒たちは、授業で学んだ技術を活かした贈り物をすることを考えました。ささやかなことで

すが、自分たちにできることで誰かの役に立ちたいとストレートに行動することは、とても大切な

ことだと思います。彼らはきっと、地域を支える一人として成長して行ってくれることでしょう。 



 祝 厚生労働大臣表彰  ㈱双林社 様  

  本校定時制教育振興会副会長 姫野宏道 氏 が社長を務める双林社（大分市）

が、若者の自立支援への功績が顕著な団体などに対する厚生労働大臣表彰を受けら

れました。県内の団体がこの表彰を受けるのは初めてということです。 

 双林社は1973年から定時制高校の生徒を継続的に受け入れ、卒業後も雇用してい

らっしゃいます。本校生徒も多数お世話になってきました。また、姫野社長は本校

教育活動への理解も厚く、これまで数多くの学校行事などにご出席いただいてきま

した。この度のご栄誉に対し心からお祝い申し上げます。 

 文化は、人間集団によってつくられるが、小規模な集団では、企業の「社風」、学校

の「校風」などがあるが、これらも文化と呼ばれる。今年度の本校の「文化のつどい」

は、校風のグレードの高まりを感じつつ、特に発表者の体験談は、感動さえ覚えた。 

 翌日の「おおいた教育の日」特別行事「じり焼き交流会」は、君達一人一人、先生

方、地域や振興会の方々、新聞記者の方まで和気あいあいにふれ合い、固い絆ができあ

がった。この企画や準備から頑張ってくれた四年生を中心とした生徒会の皆さんに心か

ら感謝したい。素晴らしい大分工業高校定時制である。来年も楽しみである。   

大工定時制／ 勤労学生の学舎 

〒８７０－０９４８  大分市芳河原台１２番１号 

電話・ＦＡＸ：     ０９７（５６８）７３２５ 

Ｅメール：     hmas6062@oita-ed.jp 
本校Webサイト：  http://daikoutei-h.oita-ed.jp/    

大分県立 大分工業高等学校 定時制課程 

校長所感 文化の香り漂う「文化のつどい」・固い絆ができた「じり焼き交流会」 

単位制への移行について        大工定時制 教務部 

双林社 正面玄関 

校長 巨山 宣幸 

 平成２１年度入学生から単位制の教育課程になります。新しいカリキュラムでは、  

  ①他の高校などで既に修得している単位が活かせる。 

  ②大検や高校卒業程度認定試験の結果を使った単位の修得ができる。 

  ③他校の通信制課程（学校指定あり）の単位も取得できる。 

  ④資格試験や検定試験の結果を使った単位の修得ができる。 

  ⑤就業の実績による単位の修得ができる。（実務代替）  

など、単位修得の機会が広がり、生徒個々の経歴に合わせた多様な学修が可能になりま

す。また、平成２２年４月に上野ヶ丘に開校する独立単位制高校との併修制度を利用す

れば３年で卒業することもできます。 概要は、本校ホームページをご覧ください。 

大工定時制ホームページ 

リニューアルしました。 


