情報科学部だより

平成２6 年度

第１０号

●美術デザイン科
・第 18 回きものデザインコンクール京都府知事賞
D3-1 五十嵐 睦
・第 68 回栃木県芸術祭美術展 芸術祭賞
（彫刻）D3-1 萩原 穂乃香
・第 57 回栃木県高校美術展最優秀作品賞
（絵画）D2-1 小林 稜平
・第 35 回宇都宮市民芸術祭 芸術祭賞
（工芸）D3-1 高久 幹太
（絵画）D3-1 吉澤
翠
・第 26 回読書感想画中央コンクール 大和証券賞
D1-1 松澤 康花

≪4 月の予定≫
４日（土）入学式
７日（火）第１学期始業式 対面式 部活動紹介
８日（水）授業開始
９日（木）新入生課題テスト
13日（月）個人面談（～１７日 放課後）
18日（土）PTA 役員会 学科別保護者会（２･３年）
20日（月）個人面談（～24日 放課後）
21日（火）キャリアガイダンス（２年）
28日（火）遠足

・高校生デザインコンクールグランプリ

書

情報科学部３年生の進路状況
【進学】
４年制大学は、情報科学部発足以来、宇都宮大
学教育学部２名の複数合格の快挙を成し遂げまし
た。また、私立大学においても難関である武蔵野
美術大学・國學院大學・国際医療福祉大学など２
３大学６５人が合格を決めています。短大は作新
学院女子短期大学部幼児教育科に９名が合格、他
の短大を含め２５名となりました。専門学校では
昨年度より約４０名多い１６７名がスペシャリス
トへの道を歩き始めました。
進学する生徒の皆さんは、進学先で更に勉学に
励み、新たな夢を実現されることを期待していま
す。
（進学指導委員長 大島 勇）
【就職】
厳しい就職戦線を乗り越え、見事に自己実現へ
の希望をかなえた２０１名、本当によく頑張った
と思います。２月時点での内定率 100％は昨年
に引き続きよい成果となりました。
本年度は求人企業も増加し、生徒たちの選択範
囲が広がりましたが、それにも増して彼らが決し
て諦めることなく頑張った賜です。
これからの就職活動も、本年度の３年生を見習
い、就職希望者全員が自己実現をかなえられるよ
う期待したいと思います。また、内定をいただい
た諸君は、社会人としての最高のスタートが切れ
ることを心から祈っています。
（就職指導委員長 大房 義弘）

高資格検定合格者
国際・全国公募コンクール受賞者
今年度、各科で高資格検定等に合格、受賞し
た生徒を紹介します。おめでとうございます。
●商業システム科
・全商検定 2 種目１級合格者
情報処理ビジネス情報部門・簿記
C2-１ 影浦 秀一

作新学院高等学校 情報科学部

道 展

・全商情報処理検定１級合格者
C3-1 鈴木 航平
C2-1 久郷 風冴
齋藤 夏海
C2-1 澤
文貴
高岡 海渡
C2-1 平野
駆
C2-2 新井 泉遥
●電気・電子システム科
・第１種電気工事士合格
E2-1 橋本 圭史
渡邊 祥汰
・平成 26 年度ジュニアマイスター顕彰
ゴールド１名
シルバー4 名
●自動車整備士養成科
・危険物取扱者甲種合格
M3-2 天野 安基
・危険物取扱者乙種全類合格
M3-1 安部
彩
緑川 山斗
本橋 崇文
谷古宇 諒
若林 弘章
M3-2 天野 安基
大髙 兼輝
髙田 悠介
・平成 26 年度後期ジュニアマイスター顕彰
ゴールド 5 名
シルバー 19 名
●普通科総合選択コース
・危険物取扱者丙種合格
F3-1 稲川 大翔
F3-2 松島 貴士
F3-3 遠藤
祥
小川 遼太
F3-3 佐藤 永人
瀧澤 勇太
F3-3 船越 永暉
F3-4 齋藤 励王
F2-2 阿部 健太
大嶋 悠人
F3-3 大塚 龍清
栗原
剛
F3-3 西神 翔也
林
優希
F2-3 飯村
匠
小口 慎司
竹内 優人
中西 挙斗
・漢字検定 2 級
F3-2 慶野 博昭

（シューズ部門）

D2-1 秋山

楓

（ジュエリー部門）学校長賞

D2-1 青柳寿美江
・平成 26 年度男女共同参画社会づくり
4コマまんがコンクール
最優秀賞
D2-1 押野 真穂
・平成 26 年度河川愛護ポスターコンクール
D2-1 福田 真由
会長賞
・カードアート大賞展 2014
D2-1 小林 稜平
準大賞
作新学院高等学校
団体賞

平成 26 年度商業システム科課題研究発表会
2月18日（水）
平成 26 年度商業
システム科課題研
究発表会が聴蛙館
で行われました。
パワーポイントを
活用して、3 年生
が 10 テーマの研
究発表を行いまし
た。内容は情報処理に関するものや地球環境問
題など多岐にわたり、各発表とも分かりやすく
説明され、1･2 年生は大変興味深く聞いていま
した。発表者はとても緊張している様子でした
が、立派に発表することができました。
（商業システム科長 長岡 正）
平成２6 年度 自動車整備士養成科
三級自動車整備士合格証書授与式・資格試験
多種目合格者表彰式
２月18日(水)5・6時間目に円形体育館にて、
自動車整備士養成
科3年生の最後の
行事となる三級整
備士合格証書授与
式および資格試験
多種目合格者表彰
式が行われました。

平成２7 年３月 20 日

年に1回、同科の全学年が勢揃いする行事で
す。3年生にとっては、3年間頑張ってきた証
としての国家試験の合格証書授与式となり、み
んな嬉しそうに、誇らしげに一人ずつ壇上で合
格証書を受け取りました。
また、1･2年生にとっては、先輩たちの姿を
来年度以降の自分に重ね、「よし、僕も頑張ろ
う！」と奮起する良い機会にもなりました。
今年度の合格率は88,3%でしたが、全体に
資格取得に対する意欲は旺盛で、放課後も遅く
まで、教室で切磋琢磨しながら試験勉強に臨む
姿が印象的でした。
さらには「進路決定までの道のり」として、
自動車整備士をはじめとする自動車業界への内
定が決まった先輩方から、自分たちが内定する
までの勉強法や学校生活のアドバイスなどを話
してくれました。1･2年生の真剣なまなざしが
印象的でした。
目の前にいる先輩たちの生の声は、どんなに
優れた言葉や理屈よりもずっと説得力があるの
だなと、あらためて感じました。
（自動車整備士養成科長 木村 健二）

平成 26 年度電気・電子システム科
科内表彰・課題研究発表会
２月１9日(木)に
平成 26 年度電気・
電子システム科科内
表彰・課題研究発表
会が聴蛙館で行われ
ました。科内表彰で
は技術コンクール上
位入賞者、多資格取
得者そして高資格取
得者などが表彰され
ました。引き続き3年生による課題研究発表会
が行われ、7テーマの研究発表があり、それぞ
れ1年間研究してきた成果を発表しました。緊
張の中にも、苦労した点や完成した充実感など
も伝わりました。
（電気・電子システム科長 岡部 明）

情報科学部での高校生活は

“生き方探しの３年間”

