
 

 
校訓「自治」≪実力主義、努力主義、反省主義≫   編集者 丸茂 聡 

 

 去る ８月７日（木）、赤坂にある東京電業協会において、
第８回高校生ものづくりコンテスト全国大会の東京予選

（電気工事部門）が行われ、本校からは、３年３組の高木
君と３年４組の石川君の２名が出場しました。     

電気工事部門は、あらかじめ定められた課題を規定の時

間（２時間）以内に作成することで競われます。競技の結
果、高木君はおしくも４位、石川君は２位に入賞して東京

予選を突破しました。 
 

練習を開始した頃は完成まで４時間かかっていた作業

も、一ヶ月の特訓で規定時間内に完成するまでとなり、
今回の予選突破となったそうです。次は関東大会出場予

定です。 

 
また、８月２６日（火）にはおなじ高校生ものづくり

コンテスト全国大会関東地区予選（電子回路組立部門）
が行われ、２年４組の古賀君が出場しています。 

 

 
 

 

全全国国大大会会へへ行行けけるるよようう、、みみんんななでで応応援援ししままししょょうう。。  
 

 
※第７５回日本語ワープロ検定試験の結果報告 （７月６日実施） 

準２級(ジュニアマイスターポイント ２点)合格者  １名  根岸(3-4) 
  ３級（ジュニアマイスターポイント １点）合格者 １０名 

 前田 2-4)   鈴木(2-5)    銀鏡(3-2)   石川(3-4) 

岡部(3-4)  小田切(3-4)   生玉(3-5)   高橋(3-5) 
林(3-5)   松下(3-5) 

  ４級（ジュニアマイスターポイント １点）合格者 １３名 

 斎藤(1-1)  照井(1-2)   髙崎(1-3)  河合(1-5) 
南里(1-5)  佐々木(2-4)  渡邉(2-4)  金子(2-5) 

竹之内(2-5) 渡辺(2-5)   伊藤(3-5)  林(3-5) 

藤巻(3-5) 

合合格格おおめめででととうう！！！！  
 

  

 
 

 
７月から８月にかけて、１８名の２年生が就業体験（インターンシップ）を行いました。 

そのうち１６名の生徒は板橋区や北区などにある１１箇所の事業所で３日間の体験を行い
ました。また２名の生徒は本年度から実施された「技能習得型インターンシップ」に参加し、

２週間（実質１０日間）の長期にわたって経験を積みました。インターンシップは来年度も

同じ時期に実施される予定です。１年生の諸君はぜひ積極的に参加してください。 
 

就業体験型（３日間） 

受け入れ企業名 参加者 

（株）アズマ ２－３ 岩佐 

２－３ 川 

足立機械（株） ２－１ 風見 

（株）大野精密 ２－２ 寺山 

（有）鈴木製作所 ２－３ 石田 

（有）ホタカ製作所 ２－４ 伊藤 

（株）松本精機 ２－１ 菅野 

（有）安田製作所 ２－５ 阿部 

２－５ 竹之内 

田多井通信建設（株） ２－４ 佐々木 

２－４ 佐々木 
２－４ 坂本 

（株）イワブチ ２－３ 秋山 

熊沢印刷工芸（株） ２－５ 矢野 

日本熱電機製作所 ２－４ 木戸 
２－４ 國井 

 

技能修得型（２週間） 

受け入れ企業名 参加者 

（株）青木電気 

設計事務所 

２－５ 鈴木 

 

（株）田口型範 ２－３ 石澤 

平成 20年 9月 1日 
第 16号 

都立北豊島工業高校だより 

第８回 高校生ものづくりコンテスト（関東大会） 

 日時 平成２０年９月１４日（日） １０時開会式 
 場所 神奈川県立産業技術短期大学校 

就業体験風景 
熊沢印刷工芸（株） 

(上下とも) 

※このほか、夏季休業期間中には第一種電気工事士や工事担任者、危険物取扱者などの 

講習会も実施されました、皆さんも積極的に資格取得にチャレンジしましょう。 
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小中学生を対象としたものづくり教室「夏休み工作スタジオ」が、本校を会場として実施

され、たくさんの小中学生がものづくりを体験しました。 

実施項目 実施日 参加人数 

電子伝言板の製作 ７月３０日   ２４名 

銅板の彫金 ８月４，５日  計１１名 

昆虫キットの製作 ８月４，５日  計２１名 

指輪の製作 ８月４，５日  計３２名 

茶運び人形キットの製作 ８月４，５日  計１６名 

ワンチップマイコンを使
った電子工作とプログラ

ム制御 

８月１６日 
  １７日 

 
 計４１名 

ＬＥＤを使った光のアー

ト作品作り 

８月２４日   ２０名 

 
 

 

 
 

 
 

 
夏季休業中も、多くの部活が精力的に活動してい

ました。 
陸上競技部、バスケットボール部、野球部、サッ

カー部など、多くの部が公式戦等に参加したほか、 

釣り部、電力部、柔道部は合宿を行いました。 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
＜室内化学物質測定結果のお知らせ＞ 
 東京都では、毎年７月を室内化学物質対策月間と位置づけています。本校でも 7月 23日
25日の二日間で室内化学物質の測定を行いました。測定の結果は以下のとおりで測定した全
ての教室について、基準値以内の結果でした。引き続き生徒が安心して学習できる環境を整

えてまいりますので、保護者の皆様のご理解とご協力をお願いします。 
 

 7月 23日 7月 23日 7月 23日 7月 25日 7月 25日 
測定教室 調理室 ２年５組 ＭＣ室 被服室 美術室 
ホルムアルデヒド 0.0576 0.0576 0.06 0.0512 0.064 
トルエン 0 0 0 0 0 

    基準値 ホルムアルデヒド 0.08ppm以下 
                トルエン          0.07ppm または 260㎍/㎥以下 
 

 

 

  ９月 月間行事予定 

1 月 始業式 防災講話  16 火  

2 火 就職希望者模擬面接 個別面談 17 水   

3 水   短縮 40分 6h 18 木 奉仕：事業所訪問(2-2,4 組) 

4 木 奉仕：授業なし(2-2,4 組)  19 金   

5 金 3 年書類提出(午後)  20 土   

6 土    21 日   

7 日    22 月 奉仕：事業所訪問(2-1,3,5 組) 

8 月   23 火 秋分の日 

9 火    24 水  

10 水   25 木   

11 木    26 金   

12 金    27 土   

13 土    28 日   

14 日    29 月  

15 月 敬老の日  30 火   

 

 

 
 

 

次回発行予定は、１０月２日です。 

まだしばらくは暑い日が続きます。 
気持ちを切り替えて、体調に気をつけながら、２学期にのぞみましょう。 

「指輪の製作」では、３年１組の西君、吉田君、萬谷君の３人が交代で２日間

参加し、小学生の指導や指輪磨きなど、さまざまな手伝いをしてくれました。 

バレーボール部 

軽音楽部 剣道部 


