
「 目指すは頂点!! 」

主幹 中村 淳

校舎から見える木々の若葉が、次第に色濃くなってまいりました。日も長くなり、

日中も暖かくなってきましたが、朝夕はまだ冷え込むので体調を崩さないように食事

や睡眠など、規則正しい生活を心がけて欲しいものです。

現在、学校では中間考査も終わり、６月の高総体に向けて、必死に取り組んでいる

姿が見られます。生徒たちの力強く元気な声や「キュッ、キュッ」という靴の音が体

育館から学校全体に響き渡っています。「目指すは頂点!!」自分の力を信じて、本番

で最高のパフォーマンスが出せることを願っています。今年も「瓊浦一丸」となって

戦い、勝利を勝ち取りたいと思いますので、保護者の皆様もぜひ会場に出向き応援し

ていただくようお願いします。また、開会式が６月２日(金)１５時２０分から かきど

まり陸上競技場で行われます。一糸乱れぬ、まさに「一丸」となった我校の入場行進

にご期待ください。

さて、５月１４日(日)にＰＴＡ総会が行われました。市内の中学校では体育祭が行

われていたにも関わらず、２３６名の保護者の皆様にご出席いただきました。誠にあ

りがとうございました。この日は総会の他、県の振興局より「県内就職」のためのお

話をしていただきました。クラス懇談会では保護者の皆様と和気あいあいとした雰囲

気で話しも弾んでいたようでした。総会はいままで土曜日でしたが、今年は「日曜日」

に開催しました。入学式も通常は平日を「土曜日」に実施しています。これらは保護

者の皆様が出席しやすい日を考えて計画をしました。このことにつきましては他の意

見も聞かれましたので、今後さらに検討していきたいと思います。

なお、総会に参加できなかった皆様にも資料を準備していますので、三者面談等で

お受け取りいただくようお願いいたします。高総体の試合会場も総会資料に入ってい
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今年度のＰＴＡ総会が、５月
１４日(日)本校総合体育館にお

いて開催されました。はじめに総会では、会計決算報告や
新役員選出のほか、２９年度の会務計画などの審議や質疑
応答がなされました。その後、初めての試みである全学年
対象の進路説明会がひらかれ、続いて１・２年生は各教室
へ移動して学級懇談会をおこない、３年生は体育館におい
て就職・進学についての詳しい説明会がありました。特に
３年生は校内選考のためのエントリーシートを保護者の方
へ直接お渡しする機会にもなっており、学級懇談会では、
間近に迫った進路決定に向けて資料配付や相談がおこなわ
れていました。１・２年生も各担任と保護者の皆様で、充
実した話し合いの時間がもたれたようです。お忙しいなか
多数の皆様にご出席いただき、ありがとうございました。

ますのでご覧ください。

最後に、９月１日(金)「ＰＴＡ懇親会」を計画しています。この会も初めての試み

ですが、保護者の皆様と楽しく語り合う会にしたいと思っています。会場は長崎駅近

くの「ホテルセントヒル長崎」の予定です。時間や会費等の詳細は、７月頃に案内を

配付しますのでご参加の程よろしくお願いします。

ＰＴＡ総会

この度、長崎県の事業である「平成

２９年度高校生のシンガポール英語研

修」に真辺 麟太朗君（龍普２Ａ）が多

数の応募者の中から選出され、参加す

ることが決定しました。この研修は、

「語学研修やキャリア研修等を通じて、

高い語学力と広い視野を身に付けたグ

ローバル人材の育成」を目的としてお

り、約２週間に渡りホームステイや現

地企業訪問、英語研修を行います。

参加が決まった真辺君は、「高校在

学中に海外を経験できることは、これ

からの自分にとって財産になります。

多くのことを経験して、それらのこと

を今後の生活や進路実現に繋げていき

たいと思っています。」と笑顔で話し

てくれました。

1日 (木) 高総体推戴式
2日(金 ) 高総体開会式
3日(土 ) 県高総体（～5日）
6日 (火 ) 特別時間割（1～4ｈ授業）
7日(水 ) 振替休日(高総体)
10日 (土 ) 対外模試（3年）（～11日）
11日 (日 ) 日商簿記検定試験
12日 (月 ) 第 2回実力考査（3年）
13日 (火 ) 高総体報告会

14日 (水 ) 三者面談（3年）（～15日）
歯科検診

15日 (木 ) 機械製図検定(一次)
17日 (土 ) 県高校生ものづくりコンテスト

GTEC for STUDENTS（英）
18日 (日 ) 全商珠算・電卓実務検定
19日 (月 ) 創立記念朝集会
20日 (火 ) 進路ガイダンス（3年）

期末考査時間割発表
25日 (日 ) 創立記念日

全商簿記実務検定
27日 (火 ) 期末考査（～30日）
30日 (金 ) インターハイ壮行会

性教育講話

《 主 な 行 事 》6月シンガポール研修



50ｍ平泳ぎ 山口 吉生（機３Ｃ） 第１位

50ｍ自由形 田中 修人（情１Ｂ） 第１位

100ｍ平泳ぎ 横山 遼（機３Ｄ） 第２位

100ｍ自由形 田中 修人 第１位

400ｍ個人メドレー 浜山 開（機２Ａ） 第２位

有森 廉也（普２Ｃ） 第３位

400ｍメドレーリレー 第３位

宮野 幸輝・志水 富樹（機３Ｃ）

山口 吉生・田中 修人

400ｍフリーリレー 第２位

横山 遼・山口 吉生

田中 修人・有森 廉也

50ｍ背泳ぎ 中村 絢香（情１Ａ） 第３位

400ｍ自由形 原口 くる実（情１Ａ） 第２位

800ｍ自由形 原口 くる実 第１位

● 将棋同好会

平成２９年度 長崎県高等学校将棋選手権大会

女子団体 優 勝

今年度の高総体には、男子１３競技種目
１８８名，女子９競技種目８０名，計２６８名が出場します。男子選
手は、全ての出場競技において上位入賞が有力視されています。特に

昨年の岩手国体で４位入賞を果たしたハンドボール部は２年連続の優勝を期待でき
ます。バドミントン部は３年連続優勝が確実視され、全国大会での優勝も視野に入
ります。また、卓球部はライバル鎮西学院との熾烈な戦いが予想されます。さらに、
昨秋の県新人戦、今春の県選手権大会で総合優勝を果たした水泳部の活躍が期待さ
れます。
個人の部においても、バドミントンは上位独占が見込まれ、その他、陸上、卓球、
水泳、柔道、剣道、空手道、ボクシング、ソフトテニス競技等においても多数の上
位入賞が期待されます。特に、陸上部男子の１年生林田君は、昨年の全国中総体王
者であり、その走りは全国から注目されています。
一方、女子選手は団体競技でバスケットボール、卓球、ハンドボール、柔道、剣

道、空手道、バドミントン７競技種目に出場します。個人競技では陸上、卓球、水
泳、柔道、剣道、空手道、バドミントン競技に出場します。各競技での女子選手の
活躍が期待されます。
また、１１月に行われる駅伝競技は有力新人の加入もあり２年ぶりの全国大会出

場が現実のものとなってきました。

５月１６日（火）薬物乱
用防止講話が実施され、講

師として長崎県警生活安全部少年課サポートセ
ンターの平野美和子先生にお話いただきました。
先生が特に強調されたのは次の２点です。まず、
ドラッグが身近に迫ってきているという現状を
自覚すること。そして、ドラッグは体はもちろ
ん、人間らしさを破壊するものであるというこ
とです。今年３月に県内の高校生が大麻で検挙
されるという事件が起きました。ドラッグが目
の前に現れたときに自分ならどう対応する
か、普段から考えておくことが大切です。
誘われて断るのは勇
気のいることですが、
生徒たちは今回学ん
だ正しい知識を持っ
てはねつけ、自分自
身を守ってほしいと
思います。

運動部以外の生

徒は、放課後、応援団のリードのもとで応

援練習に取り組んでいます。三三七拍子や

風林火山での手拍子、応援歌や校歌には吹

奏楽部も加わります。白熱した試合では応

援が選手たちを後押しする力になると信じ

て、暑い中がんばっています。

★応援練習★

★展望★

大会期間中は、瓊浦高校ホームページ内のブ

ログで試合結果などの情報を随時お知らせしま

す。保護者の皆様も、生徒たちの活躍に声援を

お送りくださいますよう、よろしくお願い申し

上げます。

http://keiho.blog58.fc2.com/

● ボクシング

平成２９年度第２６回ＫＴＮ杯ボクシング競技

ライト級 小川 修弥（機３Ｃ） 第１位

フライ級 里 竜大（機３Ｃ） 第１位

● ハンドボール

平成２９年度ハンドボール春季選手権大会

男子 優 勝

女子 第３位

● バドミントン

第６４回全九州総合バドミントン選手権大会

男子シングルス 辻 凌也（龍普３Ｂ） 準優勝

● 卓球

平成２９年度長崎県高等学校春季卓球選手権大会

女子シングルス 黄 佳怡（普２Ｃ） 第３位

平成２９年度 長崎地区高校卓球大会

男子団体 第１位

● 陸上

平成２９年度 長崎県陸上競技選手権大会

1500ｍ 林田 洋翔（情１Ａ） 第１位

三段跳 城尾 朋季（普３Ｄ） 第３位

4×400ｍ 第３位

城尾 朋季・釘尾 匠（機３Ａ）

烏山 稜晟（情２Ａ）・山田 昴（機２Ｄ）

男子砲丸投 吉永 虎太郎（機２Ｃ） 第２位

田渕 雄大（龍普３Ｂ） 第３位

400ｍＨ 岩﨑 瑞希（普３Ｃ） 第３位

● 水泳

平成２９年度 長崎県高等学校春季水泳競技大会

男子総合 第１位

50ｍバタフライ 宮野 幸輝（機２Ｂ） 第２位

【全国高等学校総合文化祭】

5月20日(土)・21日(日)に青雲高校で平成29
年度長崎県高等学校将棋選手権大会が行われ、
本校将棋同好会が出場しました。
大会結果は、
男子団体 ベスト8
女子団体 優勝 でした。

この結果により、本校女子将棋同好会が第41
回全国高等学校総合文化祭【将棋部門】団体の
部に出場することが決定しました。女子団体に
出場する錦織晴朝さん・東尾愛佳さん・松本佳
歩さん(3人とも龍普3B)は、全国の舞台でも頑
張ってほしいと思います。
なお、第41回全国高等学校総合文化祭には、
本校から田中ありすさん(普2C 写真部門)、木
下知己君(機1B 吟詠剣詩舞部門)の参加もすで
に決まっています。本校文化部も運動部に負け
じと頑張っておりますので、ご声援宜しくお願
い致します。


