
                                      1

 
  
 
 
 
 
                                 
 

写真部 部長 １年３組 岡安 
                                                     今年は一年生の私一人しか写真部にいませんが、気楽に頑張っていきたいと 

思っています。何分部員が私一人しかいないので、できることが少ないです 
ので、よろしくお願いします。 

                                              
                                                                                      

           サッカー部 部長 3年 2組 篠田 
                  初戦突破！！       
           陸上部  部長 3年 3組 氏家 
                  部員一同自己タイム更新を目標にしてがんばっていきます。          
                  それと部員の人数が少ないので部員を集めたいと思っています。               

水泳部  部長 2年 3組 西山 
                  今年は北豊島工業の水泳部の名前を記憶させます。 
                  目指すは大会優勝！目指すはウォーターボーイズ！ 
           硬式テニス部 部長 3年 3組 原田 
                  今年のテニス部は人数が多いので練習試合をしたりして勝利数を増やす。 

試合には、必ず 2勝することを目標とする。 
           バドミントン部 部長 3年 4組 志村        
                  僕たちの部活はなかなか楽しい部活ですよ。大会でも大活躍！みんなで将来の 

オグシオ目指してます。そして今年は練習も大会も充実した部活に僕たちは 
したいです。皆さんの応援をよろしく！         

 剣道部  部長 3年 5組 熊谷 
      今年は、各自それぞれの目標に向かって竹刀を振るっている。今年度で最後になるかもしれない部活動だが、 

みなそれぞれの目標に向かって自己と戦い続けることをここに誓う。 
野球部  部長 3年 2組 佐藤 

      野球部の目標は夏の大会で 1勝することです。でもまずその前にこれからの練習試合で一つ一つ勝てるような 
チームになるために、チームでまとまって練習していこうと思います。 
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電力部  部長 2年４組 五十嵐 
 今年の目標は昨年よりも楽しい活動

を行うことです。その一つとして鉄道

模型のレイアウトを昨年よりも大きく

して活動したいことと第 2 種電気工事
士の勉強も頑張っていきたいと思いま

す。 

釣り部 
  部長 3年 4組 堀 
みんなで仲良く 
技術向上と大漁を目指す 

機械工作部 部長 3年 5組 河合 
昨年度機械工作部は「エコノパワー燃費競技全国大会」というク

ルマの燃費を競う大会に出ました。結果は初出場で 50 位、都立
高校 2位、燃費は約 650km/ℓという素晴らしいものだったのです
が、これに満足することなく今年は 2台エントリーして都立 1位、
ひいては全国 1位を、燃費は 1000 km/ℓ超えを目指します。1年
生のほかにも大きな戦力が加わったので、期待大です。 
 
無線技術部 部長 3年 5組 髙崎 
      1年間なんとか部長としてやっていきます。 
生活同好部 部長 3年 3組 海藤 
      今年の生活同好部は部員が増えたので、いろいろ

な料理を作っていきたいです。文化祭は今年で最

後なのでちゃんとした物ができるように頑張って

やっていきたいです。 
理化部  部長 3年 5組 山縣 
     今年の理化部の抱負はとにかく文化祭に出品です。 

今年は部員も増えてやる気が部活に満ちています。 
私は今年の文化祭で理化部を卒業ですから最後くら 
いはトンでもない作品を作り出して文化祭を盛り上 
げていきたいと思っています。今年はトコトンマジ 
になって作品に全力を注ぎたいと思います。 

（電力部 文化祭の作品） 

エコランカー 

 

（写真部 文化祭展示） 
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   創立 90周年にちなむあれこれ（１） 
 

西暦 元号
1868 明治元年 明治維新・東京府開設
1878 明治１１年 東京府北豊島郡設置される
1902 明治３５年 日英同盟締結
1904 明治３７年 日露戦争勃発
1905 明治３８年 日露戦争終結
1912 大正元年
1914 大正３年 日本第１次世界大戦参戦 第１次世界大戦勃発
1917 大正６年 第１次世界大戦終結
1920 大正９年 本校設立・開校 国際連盟成立

校名：東京府北豊島郡立商工学校
初代校長・菊地午之助
商業科と工業科（機械・電気）を設置

1923 大正１２年
東京府立滝野川商工学校と改
称

郡制廃止
関東大震災発生９月１日

1925 昭和元年 ラジオ放送開始
1929 昭和４年 世界恐慌発生
1934 昭和９年 現在地に引越し
1935 昭和１０年 東京府立商工学校と改称

1936 昭和１１年
鉄筋コンクリート３階建校舎落
成（白壁）

1937 昭和１２年 盧溝橋事件発生
1939 昭和１４年 第２次世界大戦勃発

1943 昭和１８年
東京府立北豊島工業学校と改
称

都制度が変更

1945 昭和２０年 日本は連合国に降伏し終戦 第２次世界大戦終結

1947 昭和２２年
東京都立北豊島工業高等学校
と改称

学制改革

1961 昭和３６年 ベルリンの壁設置
1964 昭和３９年 東京オリンピック開催

1965 昭和４０年
高速旋盤
オリンピア１号
完成

1970 昭和４５年 日本万国博覧会開催
1972 昭和４７年 札幌オリンピック開催
1985 昭和６０年 科学技術万国博覧会開催
1987 昭和６２年 国鉄分割民営化（ＪＲ６社）

1989 平成元年
天安門事件
ベルリンの壁撤去

1993 平成５年
機械科・電気科・電子科を
総合技術科へ変更

ヨーロッパ連合成立

1994 平成６年 新校舎第１期完成

1995 平成７年
阪神淡路大震災
地下鉄サリン事件発生

1997 平成９年 新校舎落成 地球温暖化防止京都会議
1998 平成１０年 長野オリンピック開催
2010 平成２２年 創立９０周年記念式典

年　　代
本校の歴史 日本・東京都の動き 世界の動き

 
                                                    次回は６月１日発行予定です。 

 
                  感謝状が届きました。 

                 ＮＰＯ法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会から、生徒会 
                 に感謝状が贈られました。3学期の修了式で生徒会から報告しました
                 ペットボトルキャップリサイクル活動の成果（６,７００円）を寄付
                 しました。その寄付に対しての感謝状です。 
                 引き続きペットボトルキャップリサイクル活動は続けていきます。            

皆さんの協力をお願いします。リサイクルにあたって注意事項があ 
ります。先日生徒会役員が２階の自動販売機横のペットボトルキャ 
ップを回収しました。 中にはビンやカン、ビニール袋が捨てられ                               

                            ていました。生徒会で分別しました。 

                   
 
 

1 土 16 日 1 火
2 日 開校記念日 17 月 2 水 三者面談開始
3 月 憲法記念日 18 火 中間考査始 3 木
4 火 みどりの日 19 水 4 金
5 水 こどもの日 20 木 5 土
6 木 朝礼 21 金 中間考査終 6 日
7 金 進路説明会・保護者会（３年） 22 土 7 月
8 土 23 日 8 火
9 日 24 月 9 水
10 月 25 火 事業所見学（３年）・遠足（１・２年） 10 木
11 火 26 水 11 金
12 水 生徒総会 27 木 12 土
13 木 耳鼻科検診 28 金 13 日
14 金 29 土 14 月
15 土 30 日 15 火 三者面談終・授業公開

31 月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５月 ６月

 
                遠足 １年生ツインリンクもてぎ ２年生羽田空港・浅草 
５月１８日から中間考査がはじまります。１年生にとっては高校での初めて、３年生にとっては、進路に

とって大事な試験です。２年生は、中だるみすることなく各学年ともしっかり勉強しましょう。 
 
 体育祭は、今年度は６月１９日（土）に行います。 
 

 
 
 
 
 
 
 
                            
                 
 
                           
    
 
 
          

リサイクルはルー

ルを守ってくださ

い。ペットボトル

キャップ以外は、

入れないでくださ

い。 


