匠

ミクミク…ミクロン

いたのはプログラムの量！
十枚はあるであろうプリン
トにずらりと並んだ英語、
日本語。
その全て
に意味が
ある！情
報の世界
は奥深い
…。県大
会は九月
二十七日、本校で開催！課
題研究から部活から、多く
のマシンが出場！皆さんも
覗きに来ては？

ロボ コン
ロボットアタック★

は「男に近い女」だとか。
一本橋など様々な障害を乗
り越え、バレーボール九個
をビンゴのように置く競技。
横ではものづくりの練習
中。ひたすらに墨での線引
き！途中には気合入れの腕
立て伏せも…。
▲木木木林、
男らしい一面

一棟地下二階ロボコンに
取り組む建築研究部の元へ。
部員はＡ、Ｄ、Ｍ科の一年
他にも各科から参加する
生三人。ロボット「木木木
ロボコン。決戦の十月まで
林（きききりん）」。性格
はあとわずか！

ふ・ふ・ふ？今月もやっ
てきました。好評？のこの
コーナー。今回のターゲッ
トは……、のその前にお知
らせが…。
実は季節の移り変わりと
共にいつのまにか階段の数
も移り変わってしまいまし

▲
た。一心不乱で数えた私た
ちにあの数はもう既に過去
のもの。「諸行無常」

ということで今回はきっ
と移り変わらないでいてく
れるであろう『蛇口』の数
を数えました☆私達に欠か
せない〈水〉をもたらして
くれる大切な存在です。
今回の調査担当は一年生。
最初から飛ばして走り回り
ました♪
始まりは八月十一日のオ
ープンスクールの日。中学
生から不信な目を向けられ
つつも、ひたすら数え続け
ました。グラウンドからス
タート。真夏の日差しの中、
流れ落ちる汗、汗、汗…自
分たちが蛇口になった気分
でした。おかげで夏休み減
量大成功！運動部並みの部
活に感謝…。

任務

ＥＣＯ

夏休み後半の八月二十二
日・二十六日の二日間。新
聞部による「割り箸から紙
を作ろう♪」実験開始！
実験の内容はー
①事前に集めておいた割り
箸（七月十九日、三年生昼
食後に回収）をひたすら削
る、削る…。
▲
▲ 8

▲
②削り終わった割り箸をハ
イターと一緒にフラスコに
入れ三十分加熱。リグニン
を除きます。（フラスコの
中で茶色から白へと色が変
化）

～意外に初級編。まだまだ物足りない！～

「長工で数えてみよう！」

原料の割り箸！

～割り箸から紙へ～

▼③ろ過

③それをろ過し、繊維を細
かくするためにつぶしまく
りました。
④いよいよ紙すき準備。元
割り箸君達を洗濯のりを溶
かした溶液の入った大きな
容器に入れてほぐし分散さ
せます。
⑤これからが本番！網のつ
いた木枠をその中に入れ前
後左右動かし網の上にまん
べんなく繊維を付着させた
らＯＫ。
⑥次は乾燥。網に乗せたま
ま乾燥機にいれます。設定
温度は九八度前後。紙に透
明感がなくなりパリパリに
なったらできあがり！

▲

▲建築科

さて中学生の感想は…。
Ｑ長工や先輩達のイメージ
はどうですか。
ーどの中学生からも
「校舎が広すぎる（溜息）」
「先輩達が優しい！親切！」

※紙すきの木枠は建築科の
先生に依頼。短時間で作っ
てくださり、さすが長工。
※割り箸削りとは別に大変
だったのは紙すき。繊維を
均等に網に付着させるのが
難しく苦戦。綺麗にできた
時は感動しました☆
さらに食紅を使用しての
着色、建築から貰ってきた
おがくずを使っての実験に
も挑戦。実験に協力してく
ださった田上先生や西平先
生。ありがとうございまし
た。王子製紙工場では割り
箸を回収し、紙へのリサイ
クル活動を広めていくべき
だと思いました。

④成型
▲

編集 〝新〟新聞部とし
て出発して約半年
後記 以上経ちました。
新しく入った一年生もだん
だんと仕事に慣れてきまし
た。それどころか私達三年
生よりも遙かにやる気に満
ちあふれていて尊敬する場
面が多々あります。次回か
らはみんなでがんばります。

の声が…。
見
Ｑ今日の感想を一言！
長
学 ー「今日のオープンスクー
工
夏休み真っ盛り八月十一 ルでますます長工に入学し
日。今年もありました長工 たくなった」
オープンスクール。暑い中、 説明役の二、三年生にも
未来の後輩になるかもしれ インタビュー！
ない中学生が大勢来校。各 Ｑ中学生の反応はどうでし
学科２・３年生がパソコン たか。
や作品を使っての説明や体 ー「ハートをつかんだ。ば
験実習・実験を行うなど様 っちり☆」と自信ある答え。
福山雅治さんに関するク
々な方法で科をアピールし
ました。実習道具や校舎の イズを出題するＪ科。青白
広さに驚く中学生。かつて い光と火花を散らす金属切
の自分達の姿を見るようで 断という迫力満点な実習を
するＭ科。その他各科中学
した。
生にまじり体験しましたが、
興味を持ててもっと知りた
くなりました。

楽しい☆

最もその数が多いであろ
うと予想していた工業化学
科。想像していた通り強敵。
三つに分かれている蛇口を
をはじめ思わず叫んでしま
いました。あまりの嘆きに
蛇口をデストロイ。
さてさて、その気になる
結果は
蛇口合計…五百六十九個
シャワー合計…五十七個
という結果になりました。
協力してくださった先生方
や先輩方には本当に感謝で
す。
『塵も積もれば山となる』
一つの蛇口ではそれほど水
を使っていなくても、これ
だけの蛇口で使っていれば
物凄い量になりそうです。
もったいない精神は大切で
す。水は有限！節水に心が
けましょう！

▼

マイコン
カーもちら
りと覗きに。
このときは
Ｊ科と機械
工作部が調
整中。フィルムケースを用
いたタイヤなど独自の工夫
が施された車体。先端のセ
ンサーでカーブを認識！驚

マイコンカー

話されました。
慰霊祭には今年も被爆さ
れた方や遺族の方々参列さ
れました。毎年献句されて
いる柳原さんは工芸科の卒
業でで先生や友達の冥福と
▲ 祈りを込められていると話
してくださいました。
いつまでも語り継いでい
かないといけないと思いま
した。

です！

▲

▲

献花

所要時間は

▲男のロマン！

ポリシー

一人席に座るのが
私の朝の

⑥乾燥

見守る総監督。

▲

の夏休み

▲
追求され、許さ
れる誤差はわず
か ．0 五0ミリ！
油で汚れた作業
服、飛び散る鉄
くず。そんな「男の世界」
で頑張る中山さん。作業が
「楽しい」というその姿は、
まさに未来を担う女性エン
ジニア！

形にする旋盤。大きな専
自
働車整備
電気工事
用の機械に鉄円柱（五百円）
Ｔｅａｍ ｏｆ ｃａｒ
をセット。反対側には刃物
五棟裏、裏門横のプレハ
四棟二階電気工事実習室。 を。ちなみに刃物一本一万
円！わず
ブの車庫では自動車整備の
かなづちの音。九枚
かなすじ
練習中。この時は電気配線
の板。様々な道具に
や細かい
の作業。初めて見たエンジ
囲まれ黙々と取り組
角度など、
ンの実態はとても複雑！
むＥ２松本君。鉄パ
用途に合
壁には「めざせ日本一」
イプを曲げる道具、
わせて刃
の額も。やる気が溢れて
直線を引く道具。見
物の種類
います。練習するＭ３平
ただけじゃ用途がわ
も様々。
井君、指導される先生方、
からない！一回二時
正確さ、
サポートするＰ３谷川君。
間。一日に二回、朝
美し
そしてテディベア監督が
から夕方までしてい
さが
見守る中、チームを感じ
るそう。ときには手
させる場所
伝う二、三年生も。
でした。
そんな中「これ何？」
「あれ使わして～」
…たくさん質問し、
多くの道具を初使用。技術
者になった気分でした！

『男の世界』へ殴り込み

旋盤
四棟一階。旋盤作業に取
り組むＭ科の生徒。その中
のＭ２中山さんに取材！
鉄の円柱を削りボルトの

工業っ子

約十五分

▲
プールのお供

▲

インテリア科

これぞ！

若い人達に戦争を知って欲
しいという思いと戦争をな
くしてほしいという願いを
込めて講話しました。」と

トイレしながら
歯を磨き

そして
走って走って

４

一番驚いたのは、プール
に壊れたシャワーばかりが
置かれていたこと。何とか
直してもらえるといいです
ね。

三十分
加熱

来年に
▼期待☆

▲ こんな
ところ に
も☆

▲
本校にもバリアフリー

細かい作業も
丁寧に

着替えながら
パンを食べる

柳原さん

▲ 背中で語る！
八月九日、体育館
で平和集会が、その
後慰霊碑の前で慰霊
祭が行われました。
平和集会では本校卒
業生濱崎均さんの被
爆体験談を伺いまし
た。どのようなお気
持ちで講話をされま
したか。」との質問
に浜崎さんは「今の

あの日を忘れない―

ある日の
さっちゃん

