
卒業生へ  ３学年担任団より
卒業おめでとう。

自分の夢に向かって、

日々努力を忘れずに！

米工卒という自信を持って

頑張ってください。

３学年主任

鈴　木　 光　次

ご卒業おめでとうござい
ます。
貴方達との３年間は
私の宝物です。
健康第一で実り多い
人生を歩んでください。

Ｅ類３年１組担任

大　木　佐知子

卒業おめでとう。

感謝の気持ちを

忘れずに。

そして人に信頼される

人間になってください。

Ｅ類３年２組担任

日　向　 洋　伸

卒業おめでとう。
目指す港は決まって
いるか。
定まってないのなら
どんな風でも順風では
ない。
いざ航海へ！

Ｃ類３年１組担任

島　貫　　　隼

卒業おめでとう。

これからも自分を信じ、

選んだ道でチャレンジ

精神を忘れず、

がむしゃらに頑張れ！

Ｃ類３年２組担任

佐　藤　 政　則

卒業おめでとうござい
ます。
４月からの新生活、
がんばってください。
これからも学び続けて
ください。

M類３年２組担任

渡　  　康　一

２年間という月日を共に過ごす

ことができて光栄です。

思い出を胸に秘め、社会へ

元気に羽ばたいてください！

M類３年１組担任

山　口　 憲　司
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山形県立米沢工業高等学校では、「PTA( 保護者と教職員の会 )」のことを「教護会」と呼んでいます。
保護者と教職員の連携のもとに、本校教育の推進と生徒の健全な育成を目指して活動を続けています。

米工祭ポスター制作：鈴木風華・髙野葉月



教護会だより　H29.3.2 第92号

今年度は、１学年 185 名、３学年 169 名、3 学年 192 名の合計 546 名の保護者よりご回答を頂きました。これからの学校運営に反映させて参ります。ご協力ありがとうございました。

番号 項　　　　目 あてはまる あてはまらない どちらともいえない

1 本校の教育目標・教育方針を知っている。 ５４．６％ １７．４％ ２５．６％

2 本校は、保護者及び地域社会に信頼されている。 ８６．６％ ０．９％ １２．１％

3 子供を本校に入学させてよかった。 ９１．２％ １．８％ ６．８％

4 本校の教職員の対応は親切で誠意がある。 ８５．５％ ２．４％ １１．７％

5 本校の授業は、わかりやすいと子供から聞いている。 ５０．４％ ６．４％ ４２．７％

6 本校の生徒指導（生活 ･ 礼儀・服装など）に賛同できる。 ７９．９％ ３．７％ １６．３％

7 本校の生徒指導は徹底している。 ７６．４％ ４．２％ １８．９％

8 本校は、進路に関する情報提供に努めている。 ８５．９％ １．６％ １１．９％

9 本校は、生徒の進路目標達成のために努力している。 ８７．４％ １．５％ １１．０％

10 本校は、資格取得に力をいれている。 ９０．５％ １．１％ ８．１％

11 本校の学校行事 ( 文化祭・体育大会など ) は充実している。 ８６．８％ １．３％ １１．９％

12 本校の部活動は活発である。 ８８．６％ ２．２％ ９．２％

13 本校の生徒会活動は活発である。 ６８．１％ １．１％ ３０．０％

14 本校の教職員は、生徒の悩みや相談に親身に応じてくれる。 ６９．４％ ３．７％ ２６．２％

15 本校の健康・安全に関する教育は行き届いている｡ ７５．５％ １．６％ ２２．２％

16 本校は、清掃が行き届いており校内がきれいである。 ８７．０％ ２．４％ １０．４％

17 本校は、保護者とコミュニケーションを大切にしている。 ７３．１％ ３．８％ ２２．９％

18 教護会活動に積極的に参加している。 ５１．３％ １８．９％ ２９．９％

19 日頃、子供と話 ( 学校、進路等について ) をしている。 ７８．２％ ５．５％ １５．２％

※「あてはまる」は A（よくあてはまる）、B（ややあてはまる）と答えた割合の合計。「あてはまらない」は C（ややあてはまらない）、D（まったくあてはまらない）と答えた割合の合計。

番号 項　　　　目 はい いいえ

20 保護者宛の文書を子どもから受け取っている。 ８８．８％ １０．１％

21 家でインターネット（PC・スマホ・携帯）を使っている。 ９７．４％ ２．０％

22 21 で「はい」と答えた方だけ　本校のホームページを見ている。 ５０．８％ ４８．３％

希望状況 県内就職 県外就職 公務員 縁故・自営 大学 短大 大学校 専攻科 専門学校 未定

85 60 5 4 18 2 18 4 42 0

内定状況 県内就職 県外就職 公務員 縁故・自営 大学 短大 大学校 専攻科 専門学校 未定

85 60 5 3 18 2 18 4 41 0

　本年度の進路希望の割合は、就職65％、進学35％となっており、例年より進学希望者が増加しました。しかし決して求人状況が悪化して、就職に二の足を踏んだというわけでは
ありません。求人数は昨年度とほぼ同数で、生徒達にとっては非常に有利な状況が維持されています。県内、県外合計で1500 件を超す求人をいただき、県内の高校の中では間
違いなくトップクラスの求人数になっていると思います。今年度の進学希望の特徴として、特定分野（例えば自動車整備関係）への進学意識を持つ生徒が多く、結果として就職希
望者が減じたと考えています。現２年生の進路希望状況を見ても就職希望の割合は昨年と同等で、決して今後就職希望が減少していくという傾向にあるとは考えておりません。
　次に進路内定状況については、現時点で就職は99.4％、進学についても98.8％と生徒全員の内定・合格までもう一歩のところまで来ています。
　就職分野では、まず好調な求人状況の要因として、地元を中心とした多くの企業が継続的な求人を出して下さっていることや、企業内の年齢構成比率を考え、若い高校生へ
の採用意欲が高まってきていること、分野に偏りはあるものの生産設備の拡張を行っている企業もあります。結果として求人増となっています。また地元八幡原工業団地には、昨年
度に引き続き、今後も新たな誘致企業の話題もあるようで、さらなる求人増が期待されています。県外求人に目を向ければ、震災復興やオリンピック関係の工事予定もあり、建設関
係の求人は非常に多い状況で、今後も同様な傾向が維持されるものと考えています。さらに、ありがたいことに県内・
県外を問わず多くの企業が本校指定の求人を出して下さっており、求人の柱となっております。もちろんこの指定求人
は、本校生徒への期待の現れであると考えています。その期待を裏切ることなく、企業に入社してからも頑張って欲し
いと思います。求人件数は増加していますが、その反面、選考試験の厳しさはほとんど変わりありません。内定を得るこ
とができたのは、生徒の頑張りはもちろんですが、保護者の方々の支えや先生方の熱心な面接練習等の進路指導
が実を結んだ成果と考えています。
　進学の分野についても、進路実現に向けて生徒達は、努力してくれました。例えば、大学進学では、地元の山形大
学工学部や東北地方、関東地方の有名私立大学にも多くの合格者を出すことが出来ました。もちろん、短大や大学
校、専門学校へも多くの生徒が合格しています。ただここ数年、学校の入試制度も多様化しており、以前に比較して、
大分早い時期からの出願ということがあります。のんびりとしている余裕はなくなってきています。早めの準備をしておく
必要性を感じています。そのためには、将来を考え早めに方向性を決めることが重要になってきます。進路実現に向け
て動き始めるのは、3年生になってからではありません。入学当初のキャリアガイダンスから始まり、1・2年生に対しても
何度も進路ガイダンス等を既に実施していますし、できるだけ早めに未来の自分を想像し、準備を始めてほしいと思い
ます。
　就職、進学いずれにしても、今後も厳しい戦いが待っていると思います。生徒達には、来る進路決定の時期までキャ
リアを磨き、戦いに勝てる力を養ってほしいと思います。生徒一人一人が自己実現、進路実現を図れるよう、進路部そ
して全職員一丸となって指導していきたいと思います。よろしくお願いいたします。

県内就職
県外就職
公務員
縁故・自営
大学
短大
大学校
専攻科
専門学校

県内就職
85名

県外就職
60名

公務員  5名

縁故・自営
3名

大学
18名

短大  2名

大学校
18名

専攻科  4名 専門学校
41名

就職  65%
進学  35%

就職内定率　99.4%
進学内定率　98.8%

平成28年度　進路内定状況

平成29年2月20日現在

編　集　後　記
　年度末に近づいてきて、慌ただしい時期になりましたが、皆様のご協力のおかげで予定通り第９２号を発行することができました。
お忙しいところ、写真や原稿、資料などの準備、提供をしていただいた方 に々対してこの場をお借りして御礼申し上げます。
　今回の教護会だよりも米工生の様 な々活動の様子や学校行事などのたくさんの写真から選りすぐりのものを選んで紙面に載せてみま
した。実際に家庭で子どもから米工の様子を聞くことがありますが、それ以上に自分たちが知らない活躍の場がたくさんあり、びっくりし
ています。米工生の活躍や頑張りが紙面を通して感じ取れるかと思います。
　次年度も教護会だよりを通して、米工生の活き活きとした姿を保護者の方 に々伝えられたらと思っています。
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