
成績 学校名 学科名 学年 氏　名 テーマ

最優秀 豊川工業 情報システム科 3 田嶋　智洋 観光地情報拡散プロジェクト

成績 学校名 学科名 学年 氏　名 テーマ

最優秀 碧南工業 電子工学科 3 鍔本  悠貴 電子回路組立を通して学んだこと

優秀 岡崎工業 機械デザイン科 3 石川　未桜 私の大きな決断

優秀 豊田工業 機械科 3 大澤　扶香 旋盤職人になりたい　
～祖父のような職人を目指して～

優秀 豊川工業 機械科 3 吉田　直矢 やりがいの発見

優秀 春日井工業 電子機械科 3 稲熊  恵莉 「なんとなく」から始まった道

優秀 春日井工業 電子工学科 3 佐藤  風真 課題研究　大空への挑戦

優良 小牧工業 自動車科 3 寺倉　唯人 高校３年間で培った未来への道筋

優良 一宮工業 電気科 3 青木  利樹 ２つの体験から学んだこと

優良 碧南工業 建築科 3 早川　  響 建築を通して

優良 豊橋工業 土木科 3 寺田ひかる 工業高校で土木を学んで

優良 起工業 化学工業科 3 松田　  響 ジュニアマイスター

優良 小牧工業 化学工業科 3 金田　光稀 社会にでるために

佳作 春日井工業 機械科 3 片平　　匠 匠の機械工作部

佳作 小牧工業 機械科 3 加藤　諒太 挑戦！ものづくりコンテスト

佳作 春日井工業 電子機械科 3 河合隆太郎 工業高校での社会勉強

佳作 春日井工業 電子機械科 3 岡田  悠希 夢から新たな目標に

佳作 半田工業 電子機械科 3 白谷　  宙 工業人として

佳作 一宮工業 電気科 3 石原　  優 私が工業高校を選んだ理由

佳作 岡崎工業 情報技術科 3 市東  航典 高校生活で学んだこと

佳作 春日井工業 電気科 3 小林  拓己 高校三年間を通して

佳作 小牧工業 電気科 3 山下  泰輝 電気を３年間学んで

佳作 豊川工業 電気科 3 長坂　  陸 僕の注いだ電気の全て

佳作 一宮工業 建築科 3 今枝　  望 工業高校で建築を学んで

佳作 碧南工業 建築科 3 伊藤  剛規 建築を学び

佳作 碧南工業 建築科 3 鈴木  和哉 建築科での三年間

佳作 半田工業 建築科 3 礎　  僚我 建築を学んで

佳作 半田工業 建築科 3 春日谷優斗 半田工業に入学して

佳作 半田工業 建築科 3 坂下　瑞歩 建築を学んで

佳作 半田工業 建築科 3 宮本　匡弥 建築実習で学んだ知識

佳作 半田工業 土木科 3 德松　大雅 測量を学んで

佳作 岡崎工業 土木科 3 角本  大樹 工業高校で土木を学んで

佳作 一宮工業 土木科 3 川村　椎菜 土木を学んで

佳作 愛知工業 化学工業科 3 松山  優那 長所

佳作 愛知工業 化学工業科 3 白木渓一郎 化学工業科だからこそ学べたこと

佳作 碧南工業 環境工学科 2 北河莉香子 工業高校は社会に通用する人をつくる

佳作 碧南工業 環境工学科 2 杉浦　  匠 私を進化させてくれる工業高校

佳作 碧南工業 環境工学科 2 山本　竜巳 自分の選んだ道、工業高校

佳作 瀬戸窯業 セラミック科 3 宮島  奈々 瀬戸窯業高校セラミック科で学んで

佳作 瀬戸窯業 セラミック科 3 川角  秀保 僕は、粘土ではなく陶器になる。

佳作 常滑 セラミックアーツ科 3 冨田  美来 「セラミックアーツ科で学んだこと」

佳作 愛知工業 デザイン科 3 神谷　直樹 デザイン科で得たもの

佳作 愛知工業 デザイン科 3 近藤亜紗季 デザイン科で大事なことを学んだ3年間

平成２８年度　専門高等学校生徒研究文・作文コンクール　参加作品一覧

作文の部（応募４２作品）

研究文の部（応募１作品）
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成績 学校名 学科名 学年 氏　名 テ　　　　　ー　　　　　マ

最優秀 春日井工業 機械科 3 林　　孝純 競技会に気付かされたこと

優秀 豊川工業 電子機械科 3 稲垣　大旗 旋盤を通して学んだこと

優秀 名南工業 化学工業科 3 伊藤　恭華 アキラメナイ

優良 岡崎工業 電気科 3 河東　飛我 ものづくりに参加して

優良 佐織工業 機械科 3 勝田　大智 佐織工業で旋盤と出会って

佳作 一宮工業 建築科 3 山田　大貴 いつも新たな目標に向かって

佳作 岡崎工業 情報技術科 3 林    晟輝 私の｢夢｣

佳作 小牧工業 電気科 3 井戸　貫太
総合競技大会に参加して
-電気工事競技の部について-

表彰 学校名 学科 職　名 氏　名 テ　　ー　　マ

最優秀 名南工 電気科 教諭 加藤  寛康 自作教材を使用した授業展開と学習成果の研究

優秀 春日井工 電子機械科 教諭 青山  和忠
創造力を生かして問題を解決できる
　　　　　　実践的なものづくり技術者の育成
－地元企業との連携を図った課題研究を通して－

優秀 名市工 機械科 教諭 青木　祐弥
感覚的な理解を促進する教材作りと
　　　　　　　　　　　　　指導方法に関する研究

優良 刈谷東 定時制機械科 教諭 間瀬　健太
製図における，競技大会・技能検定の
　　　　　　　　　　　　　　　　　指導法の確立

優良 小牧工 機械科 教諭 渡邉  立章 自然エネルギーを利用した発電

優良 豊川工 電子機械科 実習教員 松下　尚弘
ものづくりマイスター活用事業導入による３級普通
旋盤技能検定実技指導効果の定性的評価

佳作 岡崎工 情報技術科 教諭 鈴木　美樹 巨大スピーカーの製作

佳作 小牧工 化学工業科 教諭 黒田　智樹 イオン交換樹脂の再生

佳作 豊田工 機械科 教諭 横山　　亮
グローバル教育の取組み
－専門高校生海外インターンシッププロジェクト－

平成２８年度　専門高等学校生徒体験発表作品一覧 （応募８作品）

平成２８年度「産業教育に関する教員研究論文（工業部会）」（応募８校≪９編≫）
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