
「 基本中の基本 」

教頭 中村 淳

抜けるような高い空と、秋色に染まりゆく木々のコントラストが美しい季節となり

ました。今年の夏は異常とも言えるほど気温が高く「熱中症指数計」で体育館や校内

を計測していた程でしたが、肌に触れる風もだんだんと冷たくなり、いつの間にか制

服も半そでから長そで、冬服となっています。これからの季節、日本の四季の素晴ら

しさを感じつつも､朝起きが苦痛になる冬が近づいています。お子様には朝と夜の寒暖

差が激しいこの季節を乗り切るために、体調管理と「寝坊」に気をつけるようご指導

ください。

最近、校内を歩いていると明るく笑顔で挨拶してくれる生徒がますます多くなりま

した。来校者と一緒にいる時でも元気良くしてくれるので、とても嬉しく誇らしく思

います。また地域の方々からほめていただくことが増えてきました。先日、訪問した

学校の校長先生からも「瓊浦生が最近はよく挨拶してくれます。」と言っていただき

ました。これは面識のない方とも挨拶を交わすことができるようになってきたからだ

と思います。知らない方に声をかけるのは簡単なようでなかなかできることではあり

ません。挨拶は日常のコミュニケーションだけでなく、すれ違う時のほんの一瞬で、

その日の気分を爽やかにしてくれる魔法の言葉です。これからも明るく元気良く続け

てくれることを願っています。笑顔の挨拶は、社会で生き抜くための「基本中の基本」

ですから覚えていて欲しいと思います。

さて、現在生徒たちは11月２､３日の瓊浦祭に向けて、クラスが一致団結して着々と
準備を進めています。１年生は「合唱」、２年生は「展示」、３年生は「模擬店」で
す。今年はどんな「祭」になるのでしょうか。もうすでに歌自慢の厳しい予選会が行
われています。例年以上にアイデア満載で見応えのある内容となっていますので、保
護者の皆様にはお子様の活躍を観に来ていただきますよう、よろしくお願いいたしま
す。
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長崎県高校美術展が１０月
２４日から２８日まで長崎県
美術館で開催されました。本
校から絵画５点、陶芸１点を
出品し、絵画の部で普２Ｂの
林田梨桜さんが優秀賞、情１
Ａの古賀華雅さんが優秀賞、情２Ａの大石小夏さんが優良賞、普２Ｃの武内慎一郎君が優
良賞、普１Ａの大浦美蘭さんが優良賞をそれぞれ獲得しました。なお、古賀華雅さんは来
年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。本校美術部は昨年度に引き
続き、２年連続全国大会に出場する快挙を達成しました。（上段左から武内「お気に入りの
場所」、香田「乙女」、下段左から大浦「あの時には戻れない」、林田「平和を願う視線」、大石「殻
を破って」、古賀「夏の笑顔」）

高校美術展

１０月２３日（火）に、ＪＡＸＡから竹前

俊昭先生をお迎えして連携授業が行われまし

た。龍馬コース普通科・機械科の１年生は、

これまでペットボトルロケット制作に挑戦し

ており、先生の講義

を受けたあと、グラ

ウンドに上ってその

できばえを試しまし

た。去年よりもきれ

いに飛び、かなりの

距離と高さを記録し

ました。今後は竹前

先生のアドバイスを

もとに、缶サット搭

載を目指します。

ＪＡＸＡ連携授業

２日（金） 生徒総会
高総体駅伝競技
瓊浦祭（１日目）

３日（土） 瓊浦祭（２日目）
４日（日） 第２回英検（２次）
５日（月） 振替休日（瓊浦祭）
６日（火） マナーアップ週間（～9日）
７日（水） 金曜日の授業
９日（金） 校内球技大会
１１日（日） 全商珠算・電卓実務検定
１３日（火） 勤労体験学習（２年）
１６日（金） 県高総文祭（～１８日）

計算技術検定（機械科）
１８日（日） 危険物取扱者試験

日商簿記検定
２２日（木） 期末考査時間割発表

自動車学校入校説明会・学年PTA
（３年）

２３日（金） 危険物取扱者試験
２５日（日） 全商ビジネス文書実務検定
２９日（木） 期末考査（～１２月４日）
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● バドミントン部

第２７回 長崎県総合バドミントン選手権大会

○社会人の部

男子シングルス

滝口 友士（龍普３Ａ） 優 勝

町 祥英（普２Ｂ） 第２位

杉本 一樹（普２Ｂ） 第３位

男子ダブルス

滝口 友士・山田 麟（普３Ｃ） 優 勝

町田 脩太（普１Ｂ）・永渕 雄大（普１Ｂ）

第２位

中島 巧（普２Ｂ）・杉本 一樹 第３位

○高校生の部

男子シングルス

中村 恵大（普１Ｂ） 優 勝

町田 脩太 第２位

川本 和駿（普１Ｂ） 第３位

永渕 雄大 第３位

男子ダブルス

高月 颯人（機２Ａ）・立石 夢希（普２Ｂ）

優 勝

西田 祥太郎（機２Ａ）・本田 智久（機２Ｃ）

第２位

德永 光来（普１Ｂ）・貞方 良太（普１Ｂ）
第３位

● ハンドボール部

平成３０年度 長崎地区ハンドボール新人大会

男子 優 勝
女子 優 勝

● 陸上競技部

第２０回 市民体育・レクレーション祭

女子30才未満100ｍ

西村 真由子（龍普２Ａ） 第１位

中尾 友香（情２Ｂ） 第２位

松本 実紗（普１Ｂ） 第３位

第４７回 長崎市陸上競技選手権大会

男子一般高校400ｍＨ

烏山 稜晟（情３Ａ） 第３位

● 柔道部

平成３０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 河野 優斗（普１Ｂ） 第３位

７３㎏級 橋本 一徹（普２Ｄ） 第３位

● 卓球部

平成３０年度 長崎県高等学校新人体育大会

（長崎地区予選）

女子シングルス

中村 羽衣（普２Ｂ） 第３位

女子ダブルス

田中 彩香（普１Ｂ）・中村 羽衣 第３位

● 空手道部

平成３０年度 長崎県高等学校新人体育大会

男子団体組手 優 勝

男子総合 第２位

男子団体形 第２位

男子個人

村野 和生（普２Ｄ） 第３位

● 剣道部

平成３０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

女子個人 山本水椿（機２Ｂ） 第３位

● 演劇部

平成３０年度 長崎県高等学校総合文化祭 演劇部

門県南地区大会 最優秀賞

〈もうすぐ瓊浦祭〉
平成３０年度瓊浦祭が、１１月２日（金）・３日（土）の２日

間にわたって開催されます。テーマは『 Ｂｙ ｍｙｓｅｌｆ
～創り上げる物語～ 』。合唱に展示に模擬店にと、各クラスでの
準備も大詰めです。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
味わってお楽しみください。

龍普２Ａ 僕らの青春～seventeen～

普２Ｂ ツムツム

普２Ｃ 縁日屋台

普２Ｄ だるま

情２Ａ 空飛ぶ家

情２Ｂ 迷路

龍機２Ａ 僕らの教室

機２Ｂ 段ボールアート

機２Ｃ モグラでGO！！

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。本校機械科の各教室にも、５つの言葉が大きく掲げ

られています。運動推進のための標語選考会に応募した結果、鈴木拓海君（機２Ａ）の作

品が選ばれました。

優秀賞 「５Ｓは みんなのＳ（スマイル） 守るもの」

○１年生 合唱

○３年生 模擬店

○２年生 展示

【 平成３０年度 工業クラブ５Ｓ標語選考会 】

★スケジュール

（2日は展示・模擬

店はありません）

2日

・合唱13:45～

3日

・展示

・模擬店11:40

～13:30

【部活動成績】

Ⅰ部

情１Ｂ 未来

普１Ｂ 糸

普１Ｃ ハピネス

龍機１Ａ 奏

Ⅱ部
機１Ｂ 青空

機１Ｃ USA＆Lemon

龍普１Ａ Wherever you are

情１Ａ 小さな恋のうた

龍普機３Ａ うどん処 たくつぼ（うどん・おにぎり）

普３Ｂ ウドナルド（フランクフルト・ホットドッグ・フライドポテト）

普３Ｃ 泰さんカレー（カレーライス）

情３Ａ ＨＩＴＯＭＩ（クレープ・タピオカジュース）

情３Ｂ 阿部ん家（やきそば・じゃがバター・フルーツサイダー）

機３Ｂ Ｍｏｔｔｏ Ｈｏｔｔｏ（豚汁・おにぎり）

機３Ｃ あげもの屋（たこ焼き・唐揚げ・フライドポテト）

機３Ｄ 危険なコーンポタージュ屋（コーンポタージュ・ラスク）

ただいま

制作中!!

11月2日に高総体駅伝競技が開催されます。応

援よろしくお願いします。写真は壮行会の様子です。


