
平成２７年９月２５日
１学年保護者 各位

宮崎県立都城工業高等学校
校 長 荒 川 信 一

１学年保護者会の開催について（ご案内）

秋涼の候 保護者の皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。
さて、今年度下記のとおり保護者会を計画しました。ご多用中とは存じますが、万障お

繰り合わせの上、ご出席いただきますようお願い申し上げます。

記

１．期 日 平成２７年１０月１８日（日）

２．日 程 ２限目授業参観一覧
９：４５～１０：３５ 授業参観 教科 担当

１０：４５～１１：３５ 保護者会(武道場) 機械 製図 鍋倉
学年主任あいさつ 制御 工業基礎 制御科
生徒指導部 電気 電気基礎 赤峰
進路指導部（就職・進学状況について） 建設 情報基礎 春山・松山
教務部（教育課程・選択コース説明） 化工 工業基礎 化工科
その他 インテ 芸術 梅下

１１：４５～１２：３５ 学級懇談
１２：３５～１３：２０ 昼食（玉入れ大会参加者にパン・ジュースを配布）
１３：２０～１４：５０ ＡＥＤ講習会・ＰＴＡ主催クラス対抗玉入れ大会

３．そ の 他
（１）校内に駐車できるスペースが少なく、当日、大変混雑することが予想されますの

で、自家用車の方は出来る限り相乗りでご来校ください。
（２）学校周辺の農道や駐車禁止の場所、特に路上駐車、学校前の消防施設の前には駐

車されないようお願いします。
（３）スリッパを持参してください。
（４）授業の関係で体育館に椅子は準備できませんので、座布団等を準備してください。
（５）ＰＴＡバザーの献品の収集を８：３０～１３：００まで家庭科室で行いますので、

ご協力よろしくお願いします。
※１０月２２日(木 )～２８日(水 )が授業公開週間になっております。期間中は、自由に
授業参観が可能です。詳細につきましては、ホームページをご覧ください。

※出席・欠席に関わらず、下記の出欠表を１０月２日（金）までにご提出下さい。

切取線

保護者会・学年別クラス対抗玉入れ大会 出欠票

１年 （ ）科 （ ）番

生徒 氏名（ ）

保護者氏名（ ）

◆１学年保護者会に（ 出席 ・ 欠席 ）します。

◆玉入れ大会に （ 出席 ・ 欠席 ）します。

※出欠確認表を学級担任に１０月２日（金）までにご提出ください。



平成２７年９月２５日
２学年保護者 各位

宮崎県立都城工業高等学校
校 長 荒 川 信 一

２学年保護者会の開催について（ご案内）

秋涼の候 保護者の皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。
さて、今年度下記のとおり保護者会を計画しました。ご多用中とは存じますが、万障お

繰り合わせの上、ご出席いただきますようお願い申し上げます。

記

１．期 日 平成２７年１０月１８日（日）

２．日 程 ３限目授業参観一覧
教科 担当

９：４５～１０：３５ 保護者会(体育館) 機械 設計 園木
教務部の話（教育課程、選択コース説明） 制御 コミュ英Ⅱ 釘崎
生徒指導部の話 電気 電気機器 小野
進路指導部の話 建設 建築計画 上柳
修学旅行の説明 化工 生産シ 宇賀村
その他 インテ 計画 川口

１０：４５～１１：３５ 授業参観
１１：４５～１２：３５ 学級懇談
１２：３５～１３：２０ 昼食（玉入れ大会参加者にパン・ジュースを配布）
１３：２０～１４：５０ ＡＥＤ講習会・ＰＴＡ主催クラス対抗玉入れ大会

３．そ の 他
（ １）校内に 駐車できる スペースが 少なく、当日 、大変混雑 することが 予想されますの

で、自家用車の方は出来る限り相乗りでご来校ください。
（ ２）学校周 辺の農道や 駐車禁止の 場所、特に路 上駐車、学 校前の消防 施設の前には駐

車されないようお願いします。
（３）スリッパを持参してください。
（４）授業の関係で体育館に椅子は準備できませんので、座布団等を準備してください。
（５）ＰＴＡバザーの献品の収集を８：３０～１３：００まで家庭科室で行いますので、

ご協力よろしくお願いします。
※ １０月２２ 日 (木 )～２８ 日 (水 )が授業公開週間になっております。期間中は、自由に
授業参観が可能です。詳細につきましては、ホームページをご覧ください。

※出席・欠席に関わらず、下記の出欠表を１０月２日（金）までにご提出下さい。

切取線

保護者会・学年別クラス対抗玉入れ大会 出欠票

２年 （ ）科 （ ）番

生徒 氏名（ ）

保護者氏名（ ）

◆２学年保護者会に（ 出席 ・ 欠席 ）します。

◆玉入れ大会に （ 出席 ・ 欠席 ）します。

※出欠確認表を学級担任に１０月２日（金）までにご提出ください。



平成２７年９月２５日
３学年保護者 各位

宮崎県立都城工業高等学校
校 長 荒 川 信 一

３学年保護者会の開催について（ご案内）

秋涼の候 保護者の皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。
さて、今年度下記のとおり保護者会を計画しました。ご多用中とは存じますが、万障お

繰り合わせの上、ご出席いただきますようお願い申し上げます。

記

１．期 日 平成２７年１０月１８日（日）

２．日 程 ２限目授業参観一覧
教科 担当

９：４５～１０：３５ 授業参観 機械 原動機 尾崎
１０：４５～１１：３５ 保護者会(体育館) 制御 電子機械 宮川

学年主任あいさつ 電気 電気機器 東浩
教務部の話 建設 建築施工 北園
自動車免許取得の説明 化工 地球環境 二見
進路指導部の話 インテ 装備 西村
諸連絡
同窓会費について
３学年ＰＴＡ学級委員会からの話

１１：４５～１２：３５ 学級懇談
１２：３５～１３：２０ 昼食（玉入れ大会参加者にパン・ジュースを配布）
１３：２０～１４：５０ ＡＥＤ講習会・ＰＴＡ主催クラス対抗玉入れ大会

３．そ の 他
（ １）校内に 駐車できる スペースが 少なく、当日 、大変混雑 することが 予想されますの

で、自家用車の方は出来る限り相乗りでご来校ください。
（ ２）学校周 辺の農道や 駐車禁止の 場所、特に路 上駐車、学 校前の消防 施設の前には駐

車されないようお願いします。
（３）スリッパを持参してください。
（４）授業の関係で体育館に椅子は準備できませんので、座布団等を準備してください。
（５）ＰＴＡバザーの献品の収集を８：３０～１３：００まで家庭科室で行いますので、

ご協力よろしくお願いします。
※ １０月２２ 日 (木 )～２８ 日 (水 )が授業公開週間になっております。期間中は、自由に
授業参観が可能です。詳細につきましては、ホームページをご覧ください。

※出席・欠席に関わらず、下記の出欠表を１０月２日（金）までにご提出下さい。

切取線

保護者会・学年別クラス対抗玉入れ大会 出欠票

３年 （ ）科 （ ）番

生徒 氏名（ ）

保護者氏名（ ）

◆３学年保護者会に（ 出席 ・ 欠席 ）します。

◆玉入れ大会に （ 出席 ・ 欠席 ）します。

※出欠確認表を学級担任に１０月２日（金）までにご提出ください。


