
「 実りの秋～頑張れ瓊浦生～ 」

校長 渡川 正人

朝晩はめっきり涼しくなり、秋の深まりを感じる季節となりました。新型コロナウイルス

感染は未だ収束せず、感染防止のために「新しい生活様式」に切り替える必要があるとして

具体的な実践例が示されたことにより、私たちの生活は以前とは変化しました。学校教育活

動、私生活ともに、これまでの当たり前がいかに有り難いものであったかを身に染みて感じ

ています。

さて秋という季節は、「芸術の秋」「スポーツの秋」「読書の秋」「食欲の秋」などと言

われるように何を行うにもよい気候です。また「実りの秋」という言葉があります。これは

「穀物や果物などの収穫が多くなる季節であること」を言います。農作物はいきなり実るの

ではなく、春、夏の季節に栄養を蓄え、少しずつ成長してはじめて収穫の最盛期を迎えます。

すなわち、積み重ねてきたことが実るということです。

「小さいことを積み重ねるのが、とんでもないところへいくただひとつの道だ」とは元プ

ロ野球選手であるイチロー氏の名言です。やはり今自分にできることを精一杯頑張っていく

ことが目標に近づく唯一の道です。本校生徒の皆さんは、これまで長い期間、苦労も多かっ

たでしょうが懸命に努力を積み重ねてきました。その努力が成果として実る時です。

３年生の就職希望者は、10月13日に実施した「就職採用試験に向けた出陣式」において一

人一人が決意を固め、例年より１か月遅れの10月16日から開始された就職試験に臨んでいま

す。進学の入学試験も始まっています。試験に備えて面接の練習などに熱心に取り組む元気

な様子を目にし、たのもしさとこれまでの大きな成長を強く感じました。適度の緊張感を持

ちながらも、肩の力を抜いて自然体で自信をもって試験に臨み、これまで培ってきた力を100

パーセント出し尽くしてくれることを願っています。直前の準備はもちろん大切ですが、一

時間一時間の授業、日々の部活動の練習や大会、学校行事、毎日の掃除や挨拶など、高校三
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１０月７日（水）、

球技大会が行われまし

た。例年通り、１年生はバスケットボール、

２年生はサッカー、３年生はソフトボール

で白熱した戦いを繰り広げました。中間考

査終了翌日の実施でしたが、生徒達にとっ

てはその緊張をほぐす良い機会になったよ

うです。

年間、一日一日積み上げてきたものが基礎となります。９月の体育祭（ブロック別演技発表

会）が実に見事、立派なものであったように、瓊浦高校でこれまで積み上げてきたもの、自

分を磨き続けてきたことに誇りを持って試験に臨んでほしいと思います。

１、２年生は部活動の新人戦や各種大会が盛んな季節です。今年は残念ながら６月の高総

体が中止となりましたが、この秋の大会は観客の制限などはあるもののほぼ例年通り実施さ

れています。すでに行われた県新人戦、地区新人戦での活躍が光っています。今後の大会に

おいても、瓊浦高校の技術・活力を存分に発揮し、多くの上位入賞を勝ち取ってくれること

を期待しています。

球技大会

瓊
浦 窓
の

《 主な行事・１１月 》

１日（日） 対外模試（3年）
２日（月） 生徒総会（ＡＭ）

瓊浦祭（１年、ＰＭ）
３日（火） 瓊浦祭（２、３年）
４日（水） 振替休日（瓊浦祭）
８日（日） 全商珠算・電卓実務検定

第2回英検
１０日（火） 第3回進路模試（２年）

薬物講話（１、３年）
１３日（金） 県高総文祭しおかぜ祭

（～１５日）
１５日（日） 日商簿記検定
１９日（木） 期末考査時間割発表

２０日（金） 計算技術検定
２１日（土） 全商ビジネス文書実務検定

２３日（月） 勤労感謝の日

２６日（木） 期末考査（～１２月１日）

２日（月）…１年：午後から瓊浦祭

２、３年：午後は下校

３日（火）…１年：自宅学習

２、３年：瓊浦祭



令和２年度瓊浦祭が、１１月２日（月）・

３日（火）の２日間にわたって開催されま

す。今年のテーマは『Ｌｉｎｋ ～コロナ

に負けるな瓊浦戦士たち～ 』です。今年

度は、例年から大きな変更があります。感

染症予防に留意しながら、全員が楽しめる

ように努めたいと思います。

○１年生 展示 ○２年生 展示

まもなく瓊浦祭
● 剣道部

令和２年度長崎地区高等学校新人体育大会

女子団体 優勝

女子個人
後藤 春花（普１Ｄ） 第３位
男子個人
宇都宮 悠乃（機２Ｂ） 第３位

● 空手道部
令和２年度長崎県高等学校新人体育大会

男子団体 総合優勝

女子団体 総合優勝

女子団体 形 第３位

女子団体 組手 優勝

男子団体 組手 準優勝

男子個人組手

-55kg級 村野 颯太（機１Ｃ） 第２位

-61kg級 山口 隼生（普１Ｄ） 優 勝

東 竜佑（機２Ａ） 第２位

江島 光輝（機２Ａ） 第３位

-68kg級 南 幸輝（機２Ｂ） 優 勝

-76kg級 山本 空弥（普２Ｂ） 第２位

村崎 栄慈（機２Ｂ） 第３位

女子個人組手

-48kg級 山田 紫月（普２Ａ） 優 勝

-53kg級 荒木 うらら（普２Ａ）優 勝

大坪 亜衣（情１Ａ） 第２位

中村 華鈴（情１Ａ） 第３位

-59kg級 大渡 彩加（普２Ｂ） 優 勝

岩田 小春（情１Ａ） 第３位

+59kg級 深見 文音（普２Ｄ） 優 勝

● 男子ハンドボール部

令和２年度長崎地区ハンドボール新人大会

男子の部 第２位

● 女子ハンドボール部

令和２年度長崎地区ハンドボール新人大会

女子の部 優 勝

● 柔道部

令和２年度長崎地区高等学校新人柔道大会

男子団体 第３位

女子団体 第３位

男子個人

60kg級 橋本 龍治（普２Ｄ） 優 勝

平山 楓海（普１Ｄ） 第３位

66kg級 松尾 広斗（普２Ｃ） 第３位

73kg級 小宗 康介（普２Ｄ） 第２位

81kg級 松田 基裕（普２Ｄ） 優 勝

女子個人

48kg級 近藤 玲馨（普１Ｄ） 第３位

52kg級 近藤 玲羅（普１Ａ） 第３位

永橋 凛花（普１Ｄ） 第３位

57kg級 泉田 悠衣香（普１Ｃ）第３位

● 卓球部

令和２年度長崎県高等学校新人体育大会長崎

地区予選

男子団体 優 勝

女子団体 第３位

男子シングルス

阿比留 子龍（機２Ａ）優 勝

岩波 侑樹（普２Ａ） 第２位

菅 正直（普２Ｄ） 第３位

女子シングルス

中道 萌花（普１Ｄ） 優 勝

【 部活動成績 】

● 男子バドミントン部
令和２年度長崎地区新人体育大会
団体 優 勝
個人ダブルス
棚原蓮・宮川友結（両普２Ｄ） 優 勝
梅井智哉・濵野夏揮(両普２Ｄ) 第２位
櫻井煌介・南本和哉(両普１Ｄ) 第３位
小林遥輝・井手悠太(両普２Ｄ) 第３位

個人シングルス
田中 市之介（普２Ｄ） 優 勝
櫻井 煌介（普１Ｄ） 第２位
宮川 友結（普２Ｄ） 第３位
小林 遥輝（普２Ｄ） 第３位

● 女子バドミントン部
令和２年度長崎地区新人体育大会
団体 第３位

【 部活動成績 】

普１Ａ Danball Z

普１Ｂ ジブリの世界観

普１Ｃ おいでよ！源太の秘密基地(^^)

普１Ｄ 芸能人クラブ

情１Ａ Mask・de・Art

機１Ａ ピタゴラスイッチ

機１Ｂ テラフォーマー

機１Ｃ アマビエアート

普２Ａ バルーンアート＆動画

普２Ｂ 写真バエ

普２Ｃ
こんなのしか作れなくてすみません。。。

～長崎から日本、そして世界へ～

普２Ｄ 瓊浦からの夜景

情２Ａ くらやみめいろ

情２Ｂ V LOOK UP ～絶対参照～

機２Ａ 進撃の潤也

機２Ｂ Den - shadow

機２Ｃ さとそ像

変更点

・１，２年生ともに作品展示（各教室）。３年生は動画作品制作

・１年生は２日（月）に実施し、３日（火）は自宅学習。３日（火）は３年生が総合体育館

３Ｆ、２年生が第１体育館で実施。

・外部ゲスト招聘は行いません。一般開放は行いません。


