
「 焦らず、じっくりと 」

主幹 中 上 敢

立春の頃、いつも感じていることがありました。それは、冬至を過ぎて日も長くなり、

一日一日、春へ向かって歩み続けているはずなのに、気温はなかなか上昇せず、｢春はま

だまだ｣という思いでした。まさに、文部唱歌「早春賦」の「春は名のみの 風の寒さや」

の歌詞が実感されます。これは、太陽の光の変化に対して地球の大気の応答が鈍く、気

温の変化が起きるのに時間がかかるということが影響しているそうです。

同様に、機械を制御する場合に、「一次遅れ」という概念があります。制御のための

命令を出しても、機械はすぐに反応するのではなく、少し遅れて時間をかけて反応し、

制御の目標が達成されていきます。

このような事例は、私たちの身の周りにたくさんあります。時間をかけて物事がなさ

れていくということは、その間に、思考を重ね、状況を観察・把握しながら目標実現が

果たされていくということでもあります。

情報技術の発達により、様々な情報が簡単に手に入る現在は、何事においてもすぐに

結果や効果を求める風潮があります。途中のプロセスを省き、結果だけを求めがちです。

しかし、プロセスは成長を図るためには重要なものであり、加えて、継続的で地道な努

力を積み重ねていくということが、時間がかかっても着実に成果をもたらしていく道な

のです。時には、様々な情報から離れて、ゆっくりと考えて行動することも必要である

と思います。

３年生は、いよいよ卒業を迎えます。また、１・２年生は新しい学年へ進級すること

になります。生徒諸君には、自らの高校生活を省みて、これからの自分の在り方をしっ

かりと考えるとともに、焦らずじっくりと、自分の目標に向かって努力してほしいと思

います。

２月１２日（金）５，６時間目を利用

して普通科１年Ｃ組・Ｄ組の生徒が、長

崎歴史文化博物館を見学しました。

総合的な学習の時間や瓊浦学の時間で

学習した、長崎

の歴史について

直接見聞するこ

とで、生徒たち

も興味や関心が

より深まったよ

うでした。

１日（火） 卒業証書授与式

２日（水） 凧製作週間（～１１日）

４日（金） 強歩大会

８日（火） 進路ガイダンス②

１１日（金） 強歩大会（予備日）

写真撮影

１４日（月） 写真撮影

１５日（火） 教科書販売[新①]

１６日（水） 美術鑑賞②

１７日（木） 凧揚げ大会
終業式

２２日（火） 学級編制試験[新①]
３１日（木） 学用品販売［新①］

瓊浦高等学校

学校通信

第 42 号

平成28年2月28日発行

電話 095-826-1261

FAX 095-820-5245

長崎歴史文化博物館見学

２月１０日（木）午後から、１年生がきれいな街作り運動に参加しました。毎年恒

例となっている、地域の学校で校区内の清掃作業を行うものです。

伊良林小、諏訪小、桜馬場中、そして本校生徒で合同班

を作り、互いに交流をしながらの清掃活動に取り組みまし

た。商店街や電停、歩道橋など細かい場所まで互いに協力

してきれいにすることができました。

最後はゴミの分別まで行い、生徒たちには自分たちの行

動を見直す良い機会となったようでした。

き れ い な 街 作 り 運 動

〈 エイサー同好会 〉
本校エイサー同好会が、２月８日（月）～１３日（土）

ランタンフェスティバルの唐人屋敷会場・孔子廟会場にお

いて演舞を行いました。その様子を見られた観光客の方か

らお礼のお手紙を頂きました。その際に撮られた

写真とデータの入ったディ

スクが同封されていました。

また、他の観光客の方か

らも『演舞を見て感動した』

というメールを頂き、生徒

たちは改めて、やりがいを

感じるとともに、活力を得たたよう

でした。



○ 瓊浦学園賞
髙尾 修平 （龍機３Ａ）

○ 校長賞
北川 龍也 (龍普３Ａ）
田中 里紗 （情３Ａ）
永田 裕也 （龍機３Ａ）

○ 答辞

城岩 秀幸 （龍普３Ａ）

○ 長崎県教育委員会表彰
岩永 尚稀 （普３Ｃ）

○ 私学賞
橋爪 藍栞 (龍普３Ｂ）

○ 高体連卒業者顕彰
扇 晃平 (龍機３Ａ）

○ 高文連卒業生顕彰

中尾 千太郎(機３Ｃ）

○ 全国高校生新聞表彰

森山 京華 (龍普３Ａ）

○ 産業教育振興中央会賞
三浦 太一 （情３Ａ）
篠原 正義 （機３Ｂ）

○ 商業教育成績優秀者表彰
古川 朱里 （情３Ａ）

○ 記念品贈呈
宮﨑 一樹 (普３Ｄ)

○ 記念品受領
小林 雛々菜(普３Ｃ)

○ 県高研主催検定

３種目以上１級合格者表彰

三浦 太一 （情３Ａ）

○ ジュニアシルバーマイスター

香月 翔太 （龍機３Ａ）

船津 一輝 （龍機３Ａ）

山下 直道 （龍機３Ａ）

○ ３ヵ年皆勤賞
総代 相川 優佳 (情３Ａ)

石田 格士 北川 大地
（以上 龍普３Ａ）

太田 快登 西村 優駿
山﨑 裕真 林田 由依

（以上 龍普３Ｂ）

岩永 尚稀 江頭 義博
久保田 健斗 （以上 普３Ｃ）
山本 龍太郎 （以上 普３Ｄ）
田川 隆志朗 堤 翔太
相川 優佳 古川 朱里

（以上 情３Ａ）
稲田 拓己 扇 晃平
髙尾 修平 船津 一輝
山下 一貴 山下 直道

（以上 龍機３Ａ）
小森 寛昭 中村 俊輝
藤川 凌太 増田 和也
松本 健太 山本 凌太
渡辺 優偉 （以上 機３Ｂ）
井川 真樹 上戸 元椰
志方 唯斗 柴田 圭吾
山下 忠幸 （以上 機３Ｃ）
大山 将也 柏田 優一
木村 拓海 坂本 直也
澤本 翔 （以上 機３Ｄ）

○ 1ヵ年皆勤賞
総代 福田 正太 (機３Ｃ)

○ 全国工業高等学校長協会賞

香月 翔太 （龍機３Ａ）

○ 特別奨励賞

江濱 真史 （龍普３Ａ）

末永 理奈 （情３Ａ）

中川 葵 （龍機３Ａ）

宮﨑 宏貴 （機３Ｂ）

谷川 智也 （機３Ｄ）

○ 特別功労賞

卓球部 ハンドボール部

○ 体育・文化功労賞
美術部 三浦 太一 (情３Ａ)

バドミントン部

原口 翔多 (龍普２Ａ)

辻 凌也 (龍普２Ｂ)

村本 龍馬 (普１Ｄ)

空手道部 山口 将吾 (龍普２Ａ)

写真部 北島 宇紘 (普２Ｄ)

ボクシング

安達 登威 (機２Ｂ)

修 学 旅 行

２月８日（月）～１２日（金）にかけて、第２学年の修

学旅行が実施されました。羽田空港からは、都内の風景を

楽しみながら、上越を目指しました。長崎では、なかなか

見ることのできない一面の雪景色に生徒たちも感動してい

るようでした。

２日目からのスキー・スノーボード研修では、初めての

スキーやスノーボードに苦戦する様子が見られましたが、

インストラクターの指導により一生懸命に取り組む生徒た

ちの上達はめざましく、休憩する時間も惜しんで熱中して

滑ることができていました。生徒たちは３日目の研修終了

の時間が来ても、まだまだ滑り足りないようでした。３日

目の研修が終わり、東京に移動するバスの中では熟睡する

生徒たちばかりでした。

４日目、東京都内での自主研修。ＬＨＲの時間などを使っ

て各班入念に計画した予定表に従って行動し、都会の空気

を存分に味わっていたようです。最終日のディズニーラン

ドでは、アトラクションや買い物を楽しみ、短い時間でし

たが、友達や先生方と夢の国を満喫することができました。

今回、無事に、修学旅行を終えることができたのは、一

人ひとりがルールやマナーを守り、行動した成果だと思い

ます。学んだことを是非、学校生活にも生かし、充実した

日々を送ってほしいと思います。

卒業記念植樹式が２月２５日（木）

行われました。卒業生から学校に、

月桂樹が贈られ、生徒と教員とで植

樹 をしま

し た。大

切 に育て

て いきた

い と思い

ます。

記 念 植 樹

選挙管理委員会の方をお迎えして、主権者教

育が２月１日（月）行われました。選挙権の意

義、選挙違反となる行為選挙のしくみについて

詳しく聞くことができました。

１８歳から選挙権

が得られるようにな

るため、生徒も意識

を高めることができ

たようです。

主 権 者 教 育


