
平成 26年度専門高等学校生徒体験文・研究文・作文 入賞者（工業部会） 

 

 

「体験発表」 入賞者 〈応募作品 13編〉 

成績 学校名 学科名 学年 生徒氏名 テーマ 

最優秀 愛知工業 化学工業 3 堀田  蘭 努力と自信 

優良 一宮工業 機械 3 野々山拓実 クラフトマンⅡ 

佳作 岡崎工業 電気 3 井上 翔貴 高校に入って 

佳作 岡崎工業 電気 3 北原 圭祐 両立を目指して 

佳作 岡崎工業 電気 3 久保田俊輔 高校生活の目標と成長 

佳作 岡崎工業 電気 3 原田  翔 工業高校で学んで 

佳作 岡崎工業 電気 3 村﨑 航平 将来に活きる授業 

優秀 岡崎工業 電気 3 山田健太郎 工業高校に入学して 

優秀 岡崎工業 電気 3 山本 将貴 工業高校 電気科へ入学して 

優秀 春日井工業 電子機械 3 高津 利康 工業高校で学んだものづくり精神 

優良 小牧工業 電気 3 野田 和暉 工業高校で学んで 

佳作 豊川工業 情報システム 3 宇田 千葵 
ボランティア部の活動で 

学んだこと 

優良 碧南工業 環境工学 3 生田 香帆 碧南工業高校で学んだこと 

 

 

「研究文」 入賞者 〈応募作品 １編〉 

成績 学校名 学科名 学年 氏名 テーマ 

優良 小牧工高 自動車 3 山田  巧 
高校生ものづくりコンテスト 

自動車整備の競技を経験して 

 

 

「作文」 入賞者 〈応募作品 56編〉 

成績 学校名 学科名 学年 氏名 テーマ 

優秀 岡崎工業 機械 3 山崎 貴弘 ２級普通旋盤作業に挑戦して 

優秀 岡崎工業 機械デザイン 3 黒田 雅奈 機械組立仕上げを受験して 

最優秀 豊田工業 機械 3 天野 愛美 私を変えてくれた缶サット甲子園 

佳作 小牧工業 自動車 3 中野 聖也 小牧工業高校で学んだこと 

優秀 豊川工業 電子機械 3 鶴田 兼一 旋盤を通して学んだこと 

佳作 春日井工業 電子機械 3 澤村 颯人 工業高校で学んで 

佳作 瀬戸窯業 電子機械 3 藤井 克弥 工業高校で学んで 

優秀 豊川工業 電気 3 長島 麻衣 電気がすき 

優良 一宮工業 電気 3 伊藤 圭介 工業高校で学んで 



成績 学校名 学科名 学年 氏名 テーマ 

佳作 起工業 電子工学 3 堀  直樹 二つの挑戦 

佳作 市工芸 建築システム 2 宇野  渉 中日設計での体験と学んだこと 

優良 市工芸 建築システム 2 金城 朱音 就業体験から見据えた私の目標 

佳作 岡崎工業 土木 3 飯田舜太郎 工業高校で学んで 

優良 半田工業 土木 3 榊原 悠馬 工業高校で学んだこと 

優秀 小牧工業 化学工業 3 倉田 正彦 「卓越した技能を求めて」 

佳作 碧南工業 環境化学 2 小澤 あや 工業高校は「人成って技育つ」 

優良 瀬戸窯業 セラミック 3 堀田なな美 
「忘れがたきもの」にするための 

努力 

優良 愛知工業 デザイン 3 加藤竜之介 高校で学んだこと 

優良 愛知工業 デザイン 3 後藤 綾乃 学ぶこと 

佳作 瀬戸窯業 デザイン 2 永井 沙希 新鮮な毎日 

佳作 常滑高 ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ 3 濱崎はるか デザインとアイデアの無限性 

佳作 小牧工業 機械 3 田之上能浩 ものづくりコンテスト 

佳作 春日井工業 機械 3 西本 直輝 ものづくりコンテストに参加して 

佳作 豊川工業 機械 3 本田  光 
課題研究「モニュメント製作」 

を通して 

佳作 瀬戸窯業 電子機械 3 岡田 篤貴 近ごろの若者は 

佳作 瀬戸窯業 電子機械 2 飯田 竜也 工業高校で学んで 

佳作 瀬戸窯業 電子機械 2 宮里 拓実 工業高校で学んで 

佳作 瀬戸窯業 電子機械 2 小林 慎治 工業高校で学んで 

佳作 小牧工業 電気 3 大澤 侑弥 企業就職を目指して 

佳作 小牧工業 電気 3 藤井 俊輔 高校生活を振り返って 

佳作 小牧工業 電気 3 松橋 朋也 工業高校で学んで 

佳作 一宮工業 電気 3 寺澤 宏介 工業高校で頑張ったこと 

佳作 一宮工業 電気 3 成瀬 隼多 工業高校で学んで 

佳作 一宮工業 電気 3 大崎翔太郎 工業高校の思い出 

佳作 春日井工業 電子工学 3 中山  怜 私の夢 

佳作 市工芸 建築システム 2 浅野 貴大 好きになること 

佳作 市工芸 建築システム 2 伊藤 陽香 将来への階段 

佳作 市工芸 建築システム 2 河合はるか 現場監督になるということ 

佳作 市工芸 建築システム 2 佐々木佳乃 
就業体験を通して見えた建築の 

本質 

佳作 市工芸 建築システム 2 林  果凛 ３日間の就業体験 

佳作 市工芸 建築システム 2 福田 頼羅 
日常生活では体験できない 

３日間を終えて 

佳作 市工芸 建築システム 2 矢口くるみ 建築のありかた～今後を見つめて～ 



成績 学校名 学科名 学年 氏名 テーマ 

佳作 岡崎工業 土木 3 大伊 智貴 工業高校で学んで 

佳作 一宮工業 土木 3 吉田 英司 三年間で学んだこと 

佳作 豊橋工業 土木 3 牧野 優作 工業高校で学んで 

佳作 碧南工業 環境化学 2 神谷あいか 工業高校は感動がいっぱい 

佳作 起工業 化学工業 3 野中 綾也 課題研究を通して感じたこと 

佳作 常滑高 ｾﾗﾐｯｸｱｰﾂ 3 竹内 征人 
「セラミックアーツ科で 

学んだ事」 

佳作 愛知工業 デザイン 3 加藤 千明 私の高校生活 

佳作 愛知工業 デザイン 3 鈴木 奈々 私の高校生活 

佳作 愛知工業 デザイン 3 千葉 雪乃 デザイン科での生活 

佳作 愛知工業 デザイン 3 平沢 彩乃 デザインを学んで 

佳作 愛知工業 デザイン 3 三宅 海月 胸を張って誇れること 

佳作 愛知工業 デザイン 3 三好 梨央 愛知工業高校での体験について 

佳作 愛知工業 デザイン 3 宮前 光希 高校三年間 

佳作 常滑高 ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ 3 石川 瑠華 個性から学んだこと 

 

 

 

 

 

平成２６年度「産業教育に関する教員研究論文（工業部会）」 審査結果 

 

３校≪３編≫ 

表彰 学校名 学 科 職 名 氏 名 テーマ 

優秀 豊田工 電子工学科 教諭 水嶋 大輔 
電子技術を応用した光波マイクロ 

ホンについての教材研究 

優良 佐織工 機械科 教諭 細尾 真夫 

ものづくり人材育成事業 

（フライス盤）講習会から学ぶ 

測定技術に向けた実習展開 

優良 岡崎工 情報技術科 教諭 鈴木 美樹 技能検定を受検して 

 

 


