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教頭 中村 淳

いよいよ令和になって初めての夏休みが始まりました。生徒の皆さんはこの期間をどの

ように過ごすのでしょうか。３年生棟では７月に入ると、渡り廊下近くに設置してあるパ

ソコンに向かって、真剣な眼差しの生徒を多く見かけます。ここでは本校に届いた数多く

の求人票が自由に閲覧できるようになっています。特に新たに追加された最新情報を得よ

うとみんな必死になっています。今年も３年生にはゆっくりできる夏休みはありません。

これからの進路決定に大きく関わる最重要の時期だからです。特に就職を考えている人は

１０００社を越える企業の中から業種を絞り、様々な条件と希望とを照らし合わせながら

本命を探し出さなければなりません。「社会に出て、やっていく自信はありますか？」生

徒の中には新たなステージへの期待と同時に、不安に

押しつぶされそうになっている者もいるのではと思い

ます。そんな時は人生の先輩たる保護者の皆様の言葉

が「天の声」となります。ぜひこの期間に、テレビや

スマホを一時止めて、将来について語る時間を作って

いただけたらと願っています。直前の３年生ばかりで

はなく、１，２年生も考えていただければ幸いです。

この風景画は私が小学校３年の時に描いた作品です。

すでに５０年の歳月が流れていますが、制作している

時の記憶はまだ鮮明に残っています。これは実際に見

ながら描いた訳ではなくイメージで描いた作品です。

実はこの裏面には最初に描き始めた絵があり、その出

来があまりにも酷かったので、裏返して一気呵成に描

いたのがこの作品です。この作品は小学校の中央玄関

に掲示されました。周りの先生や親から褒められ、本

来ならば喜びで有頂天になるところでしたが、その時

は素直に喜ぶことはできませんでした。それは背景の
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９月のおもな行事

6日（金） 体育祭準備・予行

7日（土） 体育祭

8日（日） 体育祭予備

全商英語検定

9日（月） 振替休日（体育祭）

10日（火） マナーアップ週間（～13日）

13日（金） 基礎製図検定（機械科）

14日（土） 対外模試（3年・～15日）
20日（金） 中間考査時間割発表

21日（土） サタデーセミナー開始

22日（日） 全商情報処理検定

長崎県高校生溶接技術競技会

28日（土） 第3回学校見学会

８月のおもな行事

1日（木） インターンシップ
（機械科２年・～22日）

2日（金） 第３回地域開放講座

7日（水） 第４回地域開放講座

9日（金） 平和教育（登校日）
17日（土） うまちか甲子園（～18日）

18日（日） 夏季学習合宿（～21日）

20日（火） 第５回地域開放講座

23日（金） 始業式

27日（火） 第2回実力考査（1年・2年）
28日（水） 体育祭特別時間割（～9月6日）

30日（金） ＰＴＡ委員会・懇親会

一部に先生の加筆（手を加える）があったからです。作品は確かにきれいになっていまし
たが、無断で手を入れられたショックは褒められれば褒められるほど大きくなっていきま
した。そのあとしばらく悶々とした日が続きましたが、このことがきっかけで絵について
「どうすれば良くなるか」考えるようになりました。そして悔しさの反面、頭に浮かんだ
のが「もっとうまくなりたい！」。
まだ小さかったので何となくではありましたが、絵を描くのもいいなと考えたのはその

時が初めてだったようです。そして私はこの「事件」のおかげで、美術の道に進み、紆余

曲折を経て、この高校で美術教師として勤めています。

何の縁で将来が定まっていくのかわかりませんが、少なくとも自分に合う職業を探すべ
きだと思います。給与の高さばかりであわてて決めてはいけません。小さい時から得意な
ことや、好きだったことにヒントが隠されているかもしれません。それを一番良く知って
いるのはだれでしょう・・・。「親でしょ!!」

今夜、子供の頃の話でもしてみませんか？
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競技大会

・ドッヂボール部門

優勝 普通科３年Ｂ組

２位 普通科２年Ｄ組

３位 龍馬コース普通科３年Ａ組

・ソフトバレー部門

優勝 機械科３年Ａ組

２位 普通科３年Ｄ組

・卓球部門

優勝 田淵・長島（龍機３Ａ）

２位 小浦・藤木（龍普３Ａ）

３位 石本・中村（普３Ｂ）

・オセロ部門

優勝 大山聖汰朗（龍機３A）

２位 織方稀流（普１Ｃ）

３位 小川皓成（機３Ｂ）

・将棋部門

優勝 竹本将士（龍機２Ａ）

２位 長濵翔馬（機２Ｂ）

３位 森勇仁大（機３Ｂ）

・けん玉部門

優勝 吉田海聖（機１Ｃ）

２位 清水海花（情２Ａ）

３位 明松蓮（機１Ｂ）

・パワーグランプリ部門

優勝 松田基裕（普１Ｄ）

２位 小嶌雅登（普１Ｃ）

・コンピュータゲーム部門

優勝 矢部竜司（龍機１Ａ）

２位 立川寛樹（機３Ｂ）

７月１９日（金）、校内競

技大会がおこなわれ、８つの

部門に分かれて競いました。

各会場では応援の歓声が響き、

白熱した戦いが繰り広げられ

ました。



〈令和元年度全九州高等学校体育大会〉
○ ハンドボール部男子 第２位

○ バドミントン部男子
団体 第２位
ダブルス
中島 巧（普３Ｂ）・杉本 一樹（普３Ｂ）

優 勝
町田 脩太（普２Ｄ）・永渕 雄大（普２Ｄ）

第２位
シングルス
町 祥英（普３Ｂ） 第３位

○ ボクシング
ウェルター級 池野 海斗（普３Ｄ） 第３位
ライト級 川口 彪吾（機３Ｃ） 第３位

○卓球
男子学校対抗 第３位

●バレーボール部男子
長崎地区高等学校男女一年生大会 第２位

●陸上競技部

秩父宮杯第72回全国 高等学校陸上競技対抗選手権
大会北九州地区予選大会

男子5000ｍ 林田 洋翔（情３Ａ） 第３位

男子1500ｍ 林田 洋翔 第１位

第74回国民体育大会陸上競技長崎県予選会

男子少年B 100ｍ 山崎 一沙（機１Ｂ） 第３位

男子少年B 3000ｍ

入濵 輝大（龍普１Ａ） 第３位

女子少年共通800ｍ

中村 澪奈（普２Ｄ） 第３位

1500ｍ 一ノ瀬 結人（龍普３Ａ） 第１位

800ｍ 畑島 良亮（龍普２Ａ） 第３位

5000ｍ 入濵 輝大 第１位

七種競技 西村 真由子（龍普３Ａ） 第２位

400ｍH 松本 実紗（普２Ｄ） 第３位

4×100ｍ 第３位

松本 篤也（機２C）・新道 翔太（機２Ｃ）
山崎 一沙（機１Ｂ）・浦川 海斗（普３Ｃ）

● 写真部

第３回全九州高等学校総合文化祭宮崎大会
写真部門

林田 梨菜（情２Ｂ）

「まなざし」 金賞

林田 梨菜

「ハプニング」 九州高等学校文化連盟賞

森 勇仁（機３Ｂ）

「光景」 九州高等学校文化連盟賞

日本リアリズム写真集団主催第４４回全国公

募写真展

森 美月（機２Ｂ） 「視点」 準ヤング賞

【部活動成績】

第101回全国高等学校野球選手権長崎県予

選大会および令和元年度全国高等学校総合体

育大会の壮行会が、７月４日（木）に開かれまし

た。はじめに野球部が入場し、主将近藤大翔

君（普３Ｂ）が選手宣誓。鈴木拓海君（龍機３

Ａ）が生徒を代表して激励の言葉を述べました。

続いて、インターハイ出場の選手が入場しまし

た。今年は団体でバドミントン男子・ハンドボール男子・空手道男子、個人で卓球女子・陸上競技・

空手道女子・ボクシングの各部が出場します。校長先生からは激励の言葉があり、卓球部中村羽

衣さん（普３Ｂ）が謝辞を述べました。７月２４日から始まる南部九州総体では、これ

まで努力してきた自分を信じて、持てる力を発揮してほしいと思います。

７月１７日（水）、長崎県メディア安全指導員の稲田純子
先生より「メディアとの関わり」と題して講演をいただきま
した。「スマホは麻薬と同じ。心と体を蝕みます」。便利な

スマートフォンですが、使い方を誤ると生活に悪影響を及ぼし、メディア依存、コミュ
ニケーショントラブルをひき起こします。生徒の大半が利用しているＳＮＳですが、女
子高生を対象としたあるアンケートによれば、約７０％が面識のない人とメッセージを
交換したことがあり、そのうち半数以上が実際に会っているそうです。ＳＮＳが原因と
なって性犯罪に巻き込まれる可能性もあり、平成２９年のデータでは１８１３人に上り
ます。また、スマホの使用時間は学力にも関係しており、ゲー
ムのし過ぎで勉強したことが消えてしまうという研究結果もあ
るとのこと。生徒達にとって身近な話題であり、強く印象に残っ
たようです。使用時間の管理にはスクリーンタイムが効果的、
用途・時間限定して利用する等のアドバイスもありました。ぜ
ひご家庭でも利用ルールについて話し合ってみてください。

メディア安全教育

高校野球・インターハイ壮行会

終業式を翌日に控え
た７月１８日（木）、

夏の甲子園出場をかけた長崎県予選を戦う野球部の全
校応援がおこなわれました。対戦相手は諫早農業高校。
残念ながら試合は０対３で敗れましたが、野球部を中
心に生徒達は最後まで声援を送りました。試合後に選
手達が見せた涙は、胸に迫るものがありました。３年
生の想いは後輩たちが引き継いでくれるでしょう。来
年の夏に期待です。

【 野球・全校応援 】


