
「 地域と共に 」

教頭 中村 淳

日に日に気温が低くなってきました。

校舎から見える山々にも、紅に色づき

始めた美しい木々が次第に広がりを見

せています。寒くなってくると心配な

のは風邪やインフルエンザの流行です。

校内には広がらないように、日々の自

己管理を徹底して欲しいものです。

先日の11月1日，2日に行われた瓊浦

祭は盛会の内に終了しました。例年と

比較しても生徒の取組は、ますます熱

気を帯びてきているように感じました。

１年生による合唱、２年生の展示、３

年生の模擬店など、色々なアイデア満載の文化祭でした。また、初めての試みとして、矢

の平自治会の皆様の作品を展示させていただきました。今後もこのような地域との交流を

続けていけたらと願っています。

本校はその他にも地域貢献活動として、各地区の行事に積極的に参加しています。３月

の風頭公園の桜まつり、７月の伊良林校区祭り、１０月の若宮稲荷神社秋季大祭、２月の

ランタンフェスティバルなど、数多くの行事に招待していただいています。特に「竹ン芸」

で有名な若宮稲荷神社には、本校から歩いて数分のところに位置していることもあり、毎

年「こども神輿(みこし)」でお手伝いさせていただいています。本来は小学生の行事です

が、坂道が多い地区で一日中巡行するには体力的に厳しいということで、本校の運動部が

参加しています。今では地域にとって、かけがえのない存在になっているようです。１０

月１４日、１５日の夕刻にはエイサーと和太鼓の奉納も行われました。朱色に輝く社殿の
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前で披露する、一糸乱れぬエイサーの演舞。静寂に包まれた境内で鳴り響く、力強い和太

鼓の音。凛とした表情で躍動する生徒の姿は、とても幻想的で美しく見えました。この気

迫に満ちた生徒たちの姿に感銘し、制作したのがこの作品です。拝殿の前で太鼓を打ち鳴

らしているのは、今年３月に卒業した機械科の中村 颯君です。彼はエイサー・和太鼓同

好会の元キャプテンで、今春就職したばかりで忙しい中、モデルとして協力してくれまし

た。本当にありがとうございました。

この作品は、これからの瓊浦高校と地域の発展、そして皆様のご健康を祈念して、若宮

稲荷神社の拝殿の中に奉納されていますので、機会がありましたらご高覧いただければ幸

いです。

瓊

１１月１日（金）、２日

（土）の２日間にわたって、

瓊浦祭が開催されました。1

年生の合唱コンクール、２年生の展示物製作、３年生

の模擬店をはじめ、吹奏楽部の演奏やエイサー・和太

鼓同好会の演舞などで、大いに盛り上がりを見せまし

た。生徒達はみんなで協力して一つのものを完成させ

るという希有な体験ができ、たいへん充実した日々を

送ることができたようです。今年の瓊浦祭も保護者の

皆様をはじめ、たくさんの方々がご来場くださいまし

た。ありがとうございました。

瓊浦祭 〈各部門の結果〉

〈１年生合唱コンクール〉

優勝 龍馬コース普通科A組

第２位 普通科Ｄ組

〈２年生展示部門〉

金賞 龍馬コース機械科Ａ組

銀賞 普通科Ｃ組

〈幟〉

金賞 普通科３年Ｃ組

銀賞 普通科３年Ｂ組

〈歌自慢〉
金賞 峰 朝菜（普２C）



● 陸上競技部

第71回長崎県高等学校総合体育大会 駅伝競走大会

男子の部 第３位

● 空手道部

令和元年度長崎県高等学校新人体育大会
男子総合 優 勝

男子団体組手 優 勝

男子団体形 第３位

男子個人組手

－61㎏級 江島 光輝（機１Ａ） 第１位

東 竜佑（機１Ａ） 第２位

岩田 隼弥（機２Ａ） 第３位

－68㎏級 石川 蒼天（機２Ｃ） 第１位

山本 空弥（普１Ｂ） 第３位

＋68㎏級 村崎 栄慈（機１Ｂ） 第１位

男子個人形 南 幸輝（機１Ｃ） 第３位

女子総合 準優勝

女子団体組手 優 勝

女子団体形 第３位

女子個人組手

－59㎏級 大楠 平華（情２Ａ） 第１位

大渡 彩加（普１Ｂ） 第２位

＋59㎏級 深見 文音（普１Ｄ） 第３位

女子個人形 荒木 うらら（普１Ａ） 第３位

第39回全九州高等学校空手道新人大会 北ブロック

女子団体組手 第３位

女子個人組手 －59㎏級 大楠 平華 第３位

● 卓球部

令和元年度長崎県高等学校新人体育大会
長崎地区予選会

男子学校対抗戦 第１位

男子シングルス 西嶋 茂哲（普２Ａ） 第１位

谷藤 仁奎（普２Ａ） 第２位

山根 敏和（普２Ａ） 第３位

男子ダブルス

西嶋 茂哲・谷藤 仁奎 第１位

山根 敏和・岩波 侑樹（普１Ａ） 第２位

阿比留 子龍（機１Ａ）・管 正直（普１Ｄ）

第３位

女子学校対抗戦 第３位

女子シングルス 田中 彩香（普２Ｄ） 第３位

女子ダブルス

杉野 麗（普２Ｄ）・田中 彩香 第３位

令和元年度長崎県高等学校新人体育大会

男子学校対抗戦 優 勝

男子ダブルス

谷藤 仁奎・西嶋 茂哲 第２位

山根 敏和・岩波 侑樹 第３位

女子学校対抗戦 第３位

女子シングルス 田中 彩香 第３位

● バスケットボール部男子

令和元年度長崎地区高等学校新人体育大会

第３位

● ハンドボール部

令和元年度長崎県高等学校新人体育大会

男子の部 優 勝

女子の部 優 勝

● バドミントン部

令和元年度長崎県高等学校新人体育大会

男子団体 優 勝

男子シングルス 永渕 雄大（普２Ｄ） 優 勝

中村 恵大（普２Ｄ） 準優勝

德永 光来（普２Ｄ） 第３位

棚原 蓮（普１Ｄ） 第３位

男子ダブルス

町田 脩太・永渕 雄大 優 勝

田中 市之介（普１Ｄ）・栁川 蓮（普１Ｄ）

準優勝

德永 光来・藤田 智大（普２Ｄ） 第３位

川本 和駿（普２Ｄ）・貞方 良太（普２Ｄ）
第３位

● エイサー・和太鼓同好会

令和元年度長崎県高等学校総合文化祭 郷土芸能部門

エイサー 金 賞

和太鼓 金 賞

【 部活動成績 】
長崎県高校美術展

が１０月３１日から

１１月４日まで長崎県美術館で開催され、絵画

の部で林田梨桜さん（普３Ｂ）、大石小夏さん

（情３Ａ）、宮上晴空さん（普１Ｃ）が優秀賞、

武内慎一郎君（普３Ｃ）、大浦美蘭さん（普２

Ａ）、廣岩照翔君（普３Ｄ）が優良賞、荒木心

美さん（機１Ａ）が入選をそれぞれ獲得しまし

た。なお、宮上さんは来年高知県で開催される全国大会にエントリーすることが決定

しました。

（上段 武内「放課後の教室」、下段左から林田「降りそそぐ朝日」、大石「たまに来る客人」、
廣岩「碧の依代（よりしろ）」）

高校美術展

令和元年１１月１８日（月）長崎市立大浦中学校

（全校生徒１０２名）にて、情報ビジネス科３年生

１１名がサイバーセキュリティボランティアとして

の活動を実施しました。「初めて人前で話したこと

もあり、緊張して思うように伝え切れなかった」、

「次回のために内容を改善する必要がある」など、

活動後には各々の感想を清々しい表情で語っていま

した。中学生からのアンケートには、「スマホの危

険性を改めて感じた」、「内容がとてもわかりやす

かった」など、８割近くの生徒が内容に満足との評

価を得ました。今後、長崎市内の小中学校６校を対象に活動を実施する予定です。

サイバーセキュリティボランティア

◎ 令和元年度長崎県高校生溶接技術競技会

被覆アーク溶接の部（Ａ－２Ｆ）
山本 大貴（機１Ｂ） 敢闘賞

被覆アーク溶接の部（ＳＡ－２Ｆ）
山本 優太（機１Ｃ） 敢闘賞


