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後援会広報委員会

会長挨拶
後援会会員の皆様におかれましては、
益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
本会は、旧 東京都立航空工業高等専門学
校(2010 年 3 月 28 日閉校式典実施)の伝統・

お願いします！

校風を継承しつつ、今年度より、東京都立産

本年度も、皆様お楽しみ、

としての第一歩を、同品川キャンパス(旧東

高専祭バザーを

京都立工業高等専門学校)後援会と歩調を取

業技術高等専門学校荒川キャンパス後援会

りながら、踏み出しました。
10 月 31 日(日)に開催します。

本会の目的である「学校の教育方針に協力

お手伝い、品物提供お願い致し

して学生の福利厚生の充実及び教育的諸事

ます。

業の振興を図る」を基本として努力して参り

バザー委員長 村上

ますので、ご理解・ご支援・ご協力を宜しく
お願い申し上げます。

後援会費にて
駐輪場に防犯カメラが

荒川キャンパス

設置されました。

後援会会長

建部 国彦

〒116-0003

東京都荒川区南千住 8-17-1

公立大学法人

首都大学東京

東京都立産業技術高等専門学校
荒川キャンパス（荒川区南千住）
http://www.metro-cit.ac.jp/

後援会 e- mail
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☎ 03-3801-0145

kouenkai@acp.metro-cit.ac.jp

場所：本館９階
（一番右のエレベータでしか行けない）は、

週２回 学生相談室
対象：学生・保護者

学生達にとって未知な場所。
毎週、火・水・木の１０時～１５時
※ 後援会に関する事務処理を行っています。

お問い合わせ・お申し込み
・担任の先生を通じて

後援会についてのご質問等は、下記アドレス

・直接お電話で「保健室」を呼び出す

またはお電話で、お気軽にお問い合わせください！

・メール
お問い合わせ先：

soudan@acp.metro-cit.ac.jp

☎ 03-3801-0145
後援会

内 255
e-mail

kouenkai@acp.metro-cit.ac.jp

。 オリエンテーション
5 月 12 日から 14 日の 2 泊 3 日の日程で、第 1 学年オリエンテー
ションが実施されました。群馬県前橋市の国立赤城青尐年交流の家
で、荒川、品川両キャンパスの 1 年生３３９人が参加し、交流を深
め合いました。写真は飯ごう炊さんの様子。
部活中の女子２人にオリエンテーションの感想を聞くと、
「たく
さんの人と仲良くなれて楽しかった」「女子は尐ないので品川キャン
パスの人と同じ部屋でしたよ」と話してくれました。この２人、高専
に入学して始めのころは「予想はしていたけれど、やっぱり男子が多
写真提供 門多先生

くて、ちょっぴり息苦しかった」とのこと。でも、今ではすっかり慣
れたそうです。 （取材：土井）
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。

体

育

祭

５月２１日（金）快晴 27.5 度
体育祭に行ってきました。朝からとにかく暑い！
きっと学生達もだらだらしているだろうと思いきや、赤いシャツのスタッ
フの指示のもと、皆、しっかり「スポーツ」していました。
「がんばれ～！」
と声援する者、綱引きで、
「おい、あのクラスどうみても人数尐ないから助
けてやろう！」と数人で駆け出す者。
ああ、この学校の学生達は本当に素晴らしい！と感動しました。
（取材・撮影：鈴木）
［タイムテーブル］
グラウンド

アリーナ

9:00～

開会式

9:30～

サッカー

10:35～

サッカー決勝戦

11:25～

綱引き
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バレーボール

13:00～

バレーボール決勝戦

13:40～

バスケットボール
決勝戦

14:15～

騎馬戦

15:00～
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15:30～
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9:30～

ドッジボール

12:30～

ドッジボール決勝戦

インタビュー
・５年生と３回騎馬戦してボロ負け！！話にならなかった。空いている時間は
好きな事ができて楽しかった♪（4 年）
・綱引きでは、1 年生と対戦して勝ったが、その後 5 年生と対戦し負けてしまった。
その 5 年生は決勝に進出した。自分たちのチームに、他学年の体格のいい子たち
を借り出し、学年関係なく入り混じったチームになり優勝をした。
本来はクラス対抗ではあるが、最後には関係なくなってしまって…

写真提供 石川先生

けれど、すごく盛り上がり楽しかった。優勝賞品は、学食の食券でした！（2 年）
・サッカーに出た。サッカーと言うよりフットサルで、しかも人数は６人、コートは小さく、８分ゲーム。
審判がルールをよくしらない。じゃんけんで勝ち負けがきまり、来年はやり方を検討して欲しい。
でも、体育祭は楽しい！（4 年）

今年は息子が体育祭実行委員になったので、いろいろ話を聞きました。
中学校の運動会と大きな違いは、まず体育祭の為の練習等ないこと！さすが高専！
予めどの種目だれが出るかくらいは、各クラスで決めているようですが、あとは本番まかせ。
実行委員が中心になって進行します。
同点になると、じゃんけん勝負？一応トーナメント方式で勝ち負けは必要になる。
体育祭が終わったあとは、お楽しみのアイスが配られます。
ことしは・・・ジャイアントコーン！とけないようクラスに配るのも一苦労のようです。
ともあれ、今年もたのしい体育祭だったようです。
毎年見に行こうか？どうしようか？と悩み、
『見に行ってもいい？』と聞くと『来なくていいよ。
来ている親ほとんどいないよ！』との一言で今年も行かず、来年こそは・・・と思う母でした。
（取材・撮影：木村）

。

未 来 工 房

５月２７日（木）1 年生は強制参加で未来工房の約２時間にわたる説明会に参加しました。
各未来工房に参加している部活動の研究発表を中心に熱い説明を聞きました。
印象に残った話では、未来にロボット VS 人間がサッカーの試合をするためのプログラミングを研究して
いて、現在そのような大会で優秀な成績を収めているとのことでした。
まだ１年生では尐し専門的過ぎてすべてを理解するのは無理でしたが、もしそれらの研究が現実になれば
楽しくもあり役立つに違いないと思いました。(取材：小泉)
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後援会総会
6 月 26 日(土)14：00～
にて

汐黎ホール

後援会総会の議事に入る前に、学校側から挨拶がありました。
総会のあった日は、前期中間テスト終了から 2 週間が経過していましたので、
成績が出始めているとのことで各学年主任からもお話がありました。(3 学年主任は欠席)
1 年生…中間試験の集計中。校内塾の申し込みが多数あったが、物理・数学と 24 名ずつが決定した。
2 年生…専門クラスに分かれての初めてのテスト。専門科目が入ってきているため、今後の問題点等が
分かってきたので、力を入れて指導していく。
4 年生…進路(就職)が厳しい状態。インターンシップ(職場体験)がある。履歴書の書き方の指導、適性検査
などの常識テストなど、就職活動に向けての対策をおこなう。
5 年生…就職希望者は、就職先が決定しつつあるが、まだ決定していない学生もいる。一度で決まらない
で、2 度目で決まるなど厳しい状況。面接の練習をしない等、前準備をしていない学生は不合格
となっている。
進学希望者は、国公立の推薦は終了している。4 割が合格。一般試験等はこれから。
勉強以外には、今年のロボコンは、品川キャンパスが主管校です。荒川キャンパスは 3 年後に主管校になる
そうです。鳥人間コンテストも出場が決定しています。また、高専の体育大会もこれから開催されますが、
バスケットボール大会は、主管校となっており本校で開催されるそうです。
（注：バスケットボール大会は 7/9～11 に、鳥人間コンテストは 7/25 に開催済です。）

今年から、学校の改修工事が順次行われるそうです。まずは空調設備の工事から行われ、外壁工事も行う予
定です。授業に影響のないように実施していくとの報告がありました。

学校側が退席をして、後援会の総会の議事に入りました。
平成 21 年度の事業報告、決算報告があり、後援会会則・会計処理及び
内規(案)の審議が行われました。
質疑応答等があり、その後承認されました。
平成 22 年度の新役員が承認された後に、22 年度の予算案の審議に入りました。
会計の費目など、一部分かりにくい部分があり、後援会会員の方からご指摘がありましたが、次年度に申し
送り、会計予算の費目等をもう尐し詳細にわけることとなりました。
後援会総会に出席して、参加される会員の方が尐ない事に驚きました。
総会には行きづらいと感じているのかもしれませんが、学校側から学生の様子を聞くこともできます。
自分たちの納めている後援会費が、どのように学生たちに役だっているのかを知る事が出来ます。
後援会は、学校や学生のために支援をしていくものだと私は思います。
1 人でも多くの方に参加していただき、いろいろな意見を交換しながら、後援会をよりよいものにしていけ
たら良いのにと感じました。
（取材：中嶋）
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学 校 公 開
た
だ
今
休
憩
中
♪

６月２８日（月）～７月２日（金）
公開授業に親はほとんど来ていないと聞き、息子に聞いたところ、

「来るな、絶対に来ないでくれ～！」と。
そう言われると行きたくなるのが親の気持ち。
これは絶対に行かなきゃ！
そこで、広報誌の取材を兼ね後援会理事数名と偶然受付に来ていた保護者の方々に参加を呼びかけ、
急遽、広報委員長の独断で、『広報取材＆公開授業参観ツアー？』を実施しました。
想像どおり、平日なので親はあまり来ていません。
授業中、１．２年生はきょろきょろしたり、ごそごそしたりしています。
３．４．５年生になると、寝ている学生はいるが授業の邪魔をしなくなり、授業内容も具体化して、真剣に
取り組んでいます。
エレベータや廊下であった学生さん達がにこやかに「こんにちは～！」
と挨拶してくるので、何てかわいい！と思わずこちらもにっこりしてしまいました。
先生方も子ども達も皆、
「ほわわ～ん」とした素敵な笑顔で過ごしているのがとても印象的でした。
途中から迷子になり、先生に助けを求めたところ、快く案内していただき、写真を撮らせていただきました。
先生方、ご協力ありがとうございました。
ツアー後、食堂のお弁当（３５０円）を食べながら参加者でいろいろ話しをしました。

非常に好評
・１人だと教室の閉まったドアを開けるのにすごく勇気が要り、入りづらいけれど、こうやって数人集まれ
ば、堂々と子どもの様子も見ることができて楽しい！
・日頃、行きたくても誰に相談すれば良いかわからない方もいるはず。
親同士の交流にもなるし、もっといろいろな方とお話ししたい。
・今回、偶然とはいえ、理事に混じって参加したことにより、日頃疑問に思っていることや困っていること
を聞いてもらうことができ、とても良かった。これを機会に、理事だけではなく後援会会員にも声をかけ
是非広めて続けてもらいたい！
…という意見がありましので、広報取材という名のツアーを企画し、広く募集できるようにしたいなと思っ
ています。

みなさまのご参加お待ちしています。（取材・撮影：鈴木）
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。 保 護 者 会
7 月 3 日（土）保護者会 1、2 年生 10：00～

3、4 年生 13：00～

1,2 年合同の全体会のあと 1 年生には各コースの説明がありました。前日には学生たちも同じように説明を受け
ていて、コース選択が本格的に始まったのだなと思いました。
クラス別懇談会では担任の先生から、中間テストまでの成績表のことが話され、
「成績表？見ていない」という
保護者の方がちらほら。そのほかには校内塾が好評で申し込みが多くて抽選になったこと、学生たちからの要望
で席替えしたことが紹介されました。また、お昼休み（12 時 10 分から 55 分）に「外に出て食べてもいい。川
沿いのところで食べている人もいる」という話には、ちょっとびっくりしました。（取材：土井）

。

ス ポ ッ ト

俺に単位をください
食堂の前には、学生た
ちが短冊に願い事を

（取材・写真：鈴木)

書いた、七夕の笹飾り
がありました。

次回も、クラブ活動、高専祭、学食等、盛りだくさんの内容を予定しています。お楽しみに！！
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