
「 即戦力 」

主幹 中村 淳

顔に吹きつける風が 日ごとに肌寒く感じる気節となりました。衣替えも終わり、冬服

に身を包んだ生徒の顔がいくぶん引き締まって見えるのは私だけでしょうか。現在、本校

では秋の大イベント「瓊浦祭」に向けてあわただしく準備をすすめています。１年生は合

唱コンクール、２年生はクラス展示、３年生は模擬店のバザーと今年も盛りだくさんの内

容となっています。また全クラスが取り組む「クラス幟（のぼり）」や長崎の伝統工芸

「ハタ」も趣向を凝らしたアイデアいっぱいのものばかりです。１１月４日（土）は校内

が「祭」一色に染まります。ぜひ、保護者の皆様にはお子様の取り組みを見ていただきま

すようお願いいたします。

さて、一年間を通じて様々な学校行事が行われていますが、「体育祭」と「瓊浦祭」は

とても重要な位置を占めています。特にこの瓊浦祭はアイデア次第で「盛り上がり」もが

らりと変わるので生徒達は真剣そのものです。模擬店のメニューを紙に書いている時の

「目」、クラスの作品を作っている時の「顔」、合唱をしている時の「声」に子ども達の

本気度が伝わってきます。「これぐらい勉強にも・・・」とつい言いたくなりますが、頑

張っている姿を見るとやっぱり嬉しくなってしまいます。

高校生活の中で学ぶことはたくさんありますが、行事での経験はとても大きいものだと

思います。それは社会に出てから役に立つ内容ばかりと言っても過言ではないからです。

まず行事を成功させるために仲間との協力関係・コミュニケーションが大切です。それに

何をするか「企画・立案」しなければなりません。方向性を決めた後、具体的にスケジュー

ルを計画していきます。役割分担、予算や購入する物等、様々の課題をクリアしながら準

備をすすめていきます。時として失敗し、仲間と助け合い、問題点の修正をしながらもイ

メージした目標を達成していく。この一連の活動は、まさに社会人の仕事そのものです。

もちろん高校では教科の勉強が大切なのは言うまでもありませんが「明るく」、「楽しく」、

「元気よく」活動しながらも、これらの取組は社会に出てからの「即戦力」の勉強になっ

ているのではないでしょうか。

３年生は、４ヶ月後に卒業式を迎えます。今回の瓊浦祭が最後になりますが、たくさん

の楽しい思い出を残すために、あともう少し最後まで頑張って欲しいと思います。
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長崎県高等学校総合文化祭美術部門（高

美展）が１０月１８日から２２日まで長崎

県美術館で行われました。本校から絵画部

門に、林田梨桜さん（未１Ｂ）が砂浜で拾っ

てきた石を並べた「砂浜のきらめき」、大

石小夏さん（情１Ａ）が初めて描く油絵の

机の上を描いた「初めての絵画制作中･･･」、

山下陽生君（情１Ｂ）が部室の片隅を描い

た「夏の記憶」を出品しました。３人とも

油絵初心者でしたが、長崎県下約５００名の出品者の中で

絵画部門（２２０名）の上位２０名に入り、３人とも見事

「優秀賞」を獲得することができました。そして大石さん

は平成３０年度の全国大会に選出されました。本校から美

術部の１年生が全国大会に出場するのは初めての快挙です。

今年の出品は３作品と少なかったのですが、技術レベルは

高く、展示会場で他の作品よりも輝いて見えていたほどで

した。これらの作品は瓊浦祭でも展示しますので、ご高覧

いただけたら幸いです。（上段右より林田・山下、下段大石）

高校美術展

１ ０ 月 １ ６ 日

（月）朝集会の時間を利用して第７２回国民体育

大会（えひめ国体）の報告会がおこなわれました。

まず卓球部の北原龍信君（普２Ｂ）、ボクシング

競技に出場した岩住拓弥（機３Ｂ）がそれぞれの

結果を報告しました。続いてバドミントン部の村

本竜馬君（普３Ｃ）・辻凌也君（龍普３Ｂ）・滝

口友士君（龍普２Ａ）が登壇しました。県勢初の

３位という快挙をなし遂げた３人ですが、まだま

だ満足せず、村本君は「次は全国優勝を」と後輩

に思いを託していました。最後に登壇したのは陸

上部の少年Ｂ３０００Ｍの二連覇を果たした林田

洋翔君（情１Ａ）。壮行会での自信溢れる発言ど

おりの見事な活躍でした。本人の報告は控えめで

したが、校長先生より長崎新聞の記事が紹介され、

全校生徒にそのすごさが伝わったようです。期間中

は連日新聞の紙面を飾ってくれた選手の皆さん、本

当におめでとうございました。

国体報告会

林田君は８月におこなわれた第25回
日・韓・中ジュニア交流競技会茨城大

会陸上競技に，日本の代表選手として

出場しました。



● 陸上部

平成２９年度 全九州高等学校新人体育大会

８００ｍ 石本 真歩（龍普１Ａ） 第５位

● 卓球部

平成２９年度 長崎県卓球選手権大会

男子シングルス

田中 流星（情２Ｂ） 優 勝

北原 龍信（普２Ｂ） 準優勝

中原 湧斗（機１Ｂ） 第３位

浅野 俊 （普１Ｃ） 第４位

男子ダブルス

北原 龍信・呂 昕彦（普２Ｃ） 優 勝

女子ダブルス

黄 佳怡（普２Ｃ）・中村 羽衣（龍普１Ａ）

優 勝

● 剣道部

平成２９年度 長崎地区高等学校新人体育大会

女子団体 第２位

女子個人 後藤 華恋（普２Ｃ） 第３位

● 柔道部

平成２９年度 長崎地区高等学校新人体育大会

男子団体 第３位

女子団体 第３位

男子個人

９０㎏級 出口 勲（普２Ｃ） 第３位

７３㎏級 石原 光（機２Ｂ） 第３位

女子個人

７０㎏級 平田 純菜（情２Ａ） 準優勝

平田 莞菜（情２Ａ） 第３位

● ハンドボール部

平成２９年度 長崎地区ハンドボール新人体育大会

男子 優 勝

女子 優 勝

〈もうすぐ瓊浦祭〉
平成２９年度瓊浦祭が、１１月３日（金）・４日（土）の２日間にわたって開催さ

れます。今年度のテーマは『 絆 ～青春の１ページを大切なあなたと～』。現在各ク
ラスでは、限られた時間のなか協力し、それぞれの出し物に取り組んでいます。文化
部の日頃の活動成果を披露する展示や生徒有志によるステージでの出し物などもあり
ます。さらに外部のゲストにもお越しいただく予定です。ぜひご来校いただき、見て
味わって楽しんでいただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

龍普２Ａ
らぶ＆ぴーす

～世界平和と瓊浦生の活躍を祈って～

普２Ｂ でっかいマイク・ワゾウスキ

普２Ｃ 新婚さん いらっしゃい

情２Ａ パラソル・アート

情２Ｂ ＷＥ ＳＰＹ

龍機２Ａ 絆

機２Ｂ 絆船～機２Ｂの夢をのせて～

機２Ｃ 小さな美術館

機２Ｄ 甲冑

５Ｓとは「整理・整頓・清掃・清潔・躾」の頭文字をとったもので、「５Ｓ運動」は県

下の工業クラブ共通の取り組みです。運動推進のための標語選考会に応募した結果、３名

が選ばれました。

優秀賞 藤本 龍二（機３Ｂ） 「清掃し きれいな心で 良い製品」

優良賞 中谷 航暉（機３Ｃ） 「けが事故なし ５Ｓ徹底 日頃から」

優良賞 三浦 拓也（龍機１Ａ）「５Ｓは 命を守る 合い言葉」

○１年生 合唱 （出演順）

○３年生 模擬店

○２年生 展示

去る９月２４日（日）、長崎県立長崎高等技術専門
校にておこなわれた競技会において、本校の生徒が優
勝を果たしました。今年は１年生が多く参加しました。
来年も期待したいと思います。

【個人】
炭酸ガス半自動溶接の部（ＳＡ－２Ｆ）

橋柿晴気（龍機１Ａ） 優勝（県知事賞）

【団体】
被覆アーク溶接の部（Ｎ－２Ｆ） ４位
副島佑太（龍機３Ａ）・濱崎駿（機３Ｂ）
平下颯（機３Ｂ）

被覆アーク溶接の部（Ａ－２Ｆ） ４位
蔦井由美（龍機１Ａ）・濱口大成（機１Ｂ）
水江澪志（機１Ｂ）・森塚海斗（機１Ｂ）

炭酸ガス半自動溶接の部（ＳＡ－２Ｆ） ４位
副島廉（龍機３Ａ）・松永笑（機２Ｂ）
橋柿晴気

【 第10回長崎県高校生
溶接技術競技会 】

【 平成２９年度 工業クラブ５Ｓ標語選考会 】

主 な 行 事 １１月★今年は両日とも一
般開放しますので、

3日13時からのス

テージ、4日のステー

ジ・展示をご覧い

ただけます。

3日

・合唱13:45～

4日

・展示

・模擬店11:40～

【部活動成績】

２日（木） 私学振興大会

高総体駅伝競技

３日（金） 瓊浦祭（１日目）

４日（土） 瓊浦祭（２日目）

５日（日） 第２回英検（２次）

６日（月） 振替休日（瓊浦祭）

７日（火） 振替休日（瓊浦祭）

８日（水） マナーアップ週間（～１０日）

月曜日の授業

１０日（金） 県高総文祭

１２日（日） 全商珠算・電卓実務検定

１７日（金） 計算技術検定（機械科）

１９日（日） 日商簿記検定試験

２０日（月） 自動車学校入校説明会（３年）

２１日（火） プレテスト国数（２・３年）

２２日（水） 期末考査時間割発表

木曜日の授業

２３日（木） 危険物取扱者試験

２６日（日） 全商ビジネス文書実務検定

３０日（木） 期末考査（～１２月５日）

情１B 空

龍普１Ａ ありがとう

機１Ｃ １５の夜

龍機１Ａ 花束

休憩

普１Ｄ 声

情１Ａ ＹＥＬＬ

普１Ｂ ｓｔｏｒｙ

普１Ｃ 大丈夫

機１Ｂ 家族になろうよ

龍普３Ａ チョコバナ屋（チョコバナナ）

龍普３Ｂ 塔の上のハルンツェル（たいやきパフェ・フランクフルト）

普３Ｃ 一口焼き てんちゃん（たこ焼き器で創作料理）

普３Ｄ 東さらし（とん平焼き・かんざらし）

情３Ａ もやし亭（豚汁・焼きおにぎり）

龍機３Ａ 熱森（フライドポテト・から揚げ棒

機３Ｂ 松原製麺（うどん）

機３Ｃ やきとり玉ジョー（やきとり・飲料水）

機３Ｄ
じゅんちゃんの鉄板で心も体もアツアツにしようぜ！
（あげたこ焼き・焼きそば）


