
 

 

 

 

 

平成 27年度第６７回長崎県高等学校総合体育大会 

＜高総体壮行式＞ ２日(火) 

高校総体１２競技に出場する本校選手１８２名の壮行式が体育館

で行われました。有村校長から「勝ち進むためには、勇気と信頼のバ

ランスが大事である。多くの人の支えがあって、競技に出場できるの

だから、感謝の気持ちを忘れず、精一杯、正々堂々と戦って欲しい。」

と選手を激励する言葉があり、開会式で旗手を務めるラグビー部の本

多和志君(Ａ３)に団旗が手渡されました。また、選手団を代表してバ

スケットボール部主将の元村文哉(Ｍ３)が力強い選手宣誓を行いま

した。 

＜総合開会式＞５日(金) 

雨で開会が危ぶまれた総合開会式でしたが、午後からは雨も上がり、

予定通り佐世保市総合グランドで行われました。ラグビー部・ソフト

テニス部・バレーボール部で構成した本校選手団は力強く入場行進を

行いました。 

＜競技結果＞６日(土)～９日(火) 

器械体操 
団体 ４位 

個人 宮﨑(F3)15位、佐藤(E3)20位、瀬川(A2)24位、森垣(F2)26位、小関(A2)28位 

サッカー ベスト１６（１回戦:１－０佐世保西、2 回戦：３－０青雲、3 回戦：０－６海星） 

射 撃 
総合 第２位（BR:優勝、AR:第３位）    ※ BRはビームライフル、ARはエアライフル、BPはビームピストル 

個人 BR…濵本(F3)2 位、柴田(F3)3位、小関(F3)4 位、渡辺(M2)8位 BP…林田(E3)1位、橋本(M2)3位 

ソフトテニス 

団体 第３位 (２回戦:３－１諫早東、３回戦:２－１日大、準々決勝:２－１大村工、準決勝:０－２南山) 

個人 

松嶋(M2)・松本(A2) 、伊達(M3)・山田(F3)…ベスト１６ 

川﨑(F3)・松本(M1)、永橋(M3)・宮﨑(M2)、上田(F2)・汐崎(M2)、中村(A2)・中山(A2) …ベスト３２ 

森塚(E2)・北村(M3)、高木(F2)・田島(F3)…ベスト３２ 

小田(F2)・内藤(F2)、頇賀(A3)・森塚(M3)…3 回戦敗退 

ソフトボール 第3位（2回戦６－２総科大附属 準決勝１－３佐世保西） 

卓 球 

団体 ベスト８（2回戦３－０西彼農、3回戦３－０青雲、準々決勝０－３鎮西） 

個人 [ｼﾝｸﾞﾙｽ] 本多(F3) …ベスト３２  松本(M3)、坂上(M1)…4回戦敗退  近藤(M3)…3 回戦敗退 

     飯塚(E3)、芦塚(F2)…2 回戦敗退  石橋(E3)…1 回戦敗退 

[ダブルス] 松本(M3)・本多(F3)…2 回戦敗退  長谷川(A3)・松崎(E3)…1 回戦敗退 

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ ベスト１６（２回戦:１０５－７０佐世保西、３回戦:７４－７７海星） 

バレーボール １回戦:０－２総科大附属 

ラグビー ベスト８（２回戦:４１－０島原農 準々決勝:１４－２７南山） 

陸上競技 

池田(M3)…800m、1500m、3000mSC  中川(M3)…八種競技  鐘ヶ江(F3)…走幅跳  山口(F3)…八種競技 

池原(E3)…3000mSC  小湊(E3)…円盤投、やり投  塚田(E3)…200m  本多(E3)…1500m、5000m  

越智(A3)…砲丸投、円盤投  福田(A3)…100m、4×100m、4×400m  本多(A3)…100m  

松尾(A3)…200m、400m、4×400m  諸山(A3)…400m、800m、4×400m  八木(M2)…200m、4×100m 

荒木(F2)…110mH、400mH、4×100m、4×400m  沖田(F2)…走幅跳､三段跳、4×100m、4×400m 

高森(F2)…400m  池田(E2)…砲丸投、やり投  堀(E2)…5000m、3000mSC  宮﨑(A2)…100m、4×100m 

森本(M1)…4×100m  石橋(F1)…800m、1500m  狩野(A1)…4×400m  山下(E1)…やり投 

近藤(A1)…5000m  芳本(M2)…円盤投  新屋(F2)…100m、200m、400m  村里(M1)…100m､200m､走幅跳 

                                           予選通過者なし 
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レスリング 

団体 準優勝（５－２大村工 ７－０島原翔南 ２－５島原） 

個人 

96kg級…櫻間(M3)準優勝 84kg級…菅(M2)優勝 74kg級…津山(A2)第 3 位 66kg級…馬渡(E2)優勝 

60kg級…稲田(M2)第 3 位、太田(E3)一回戦敗退 55kg級…馬場(A3)優勝  

50kg級…濵本(A2)第 3 位、村上(M2)棄権 

水 泳 吉岡(M2)…200m 自、100m 自  山口(A3)…200m 平、100m 平              予選通過者なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜高総体報告会＞１０日（水） 

 高総体報告会を開催し、高総体における本校生の

活躍を記録したビデオの上映（新聞部制作）、各部主

将からの報告、そして伝達表彰を行いました。 

 各部報告では、競技の結果と併せて、感想と応援

に対する感謝の言葉が述べられました。 

 

全国高等学校総合体育大会レスリング競技出場 馬場春季(A3)、馬渡和音(E2)、菅勇大(M2) 

   全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会出場  濱本能季(F3)、柴田達磨(F2)、小関颯(F3) 

 

【各部主将の感想】 

ソフトテニス部 「優勝してインターハイ出場が目標でしたが、３位という結果で目標を果たせなかった。で

も大工を倒したときチームが一つになった気がした。来年はこの場で、良い結果を報告して

くれると信じている。」 

ラ グ ビ ー 部 「１０月に花園予選があるので、今回の結果をきちんと受け止め、この先に繋げていきた

い。」 

レスリング部 「級大会やインターハイがあるので、それに向かって頑張る。来年は僕たちの分まで頑張っ

て、団体優勝をしてもらいたい。」 

バレーボール部 「総科大附属に敗れはしたが、自分たちのバレーができた。来年は２年生が主体となって頑

張って欲しい。」 

サ ッ カ ー 部 「ベスト１６で終わったが、選手権がある。それまでレベルアップし、海星にリベンジした 

い。」 

卓 球 部 「鎮西高校には、まだ力の差があり勝てなかったが、来年はベスト４入りを期待する。」 

ソフトボール部 「インターハイ出場が目標だったので、とても悔しい思いをした。しかし、勝利に向かって

チームが一丸となれたのでよかったと思う。１・２年生はこれからの練習を頑張り、来年は

優勝して欲しい。」 

体 操 部 「選手全員が２日間、怪我もなく戦い抜くことができて良かった。これから２年生が中心と

なって頑張ってもらいたい。」 

射 撃 部 「応援してくださった方々、支えてくださった方々、本当にありがとうございました。」 

バスケットボール部 「試合をして、フリースローやイージーショットの大事さを感じた。来年はそういうところ

を意識して、インターハイに出られるよう頑張って欲しい。」 

陸 上 部 「今年は予選を通過した人が尐なかったので、来年は一人でも多く予選を通過して、上位ラ

ウンドへ進出して欲しい。また、インターハイ北九州地区予選へ出場できるように頑張って

欲しい。」 

水 泳 競 技 「ベストの記録が出せずに決勝に進出できなかった。来年は標準記録を突破して、北九州大

会に出場して欲しい。」 

 

 

祝 

皆さん、応援 ありがとう ございました！ 



 

 

 

 

 

第２種電気工事士筆記試験７日  

 高総体期間中の７日（日）、長崎大学で第２種電気工事士の筆記試

験が行われ、電気科１年生を中心に４５名の生徒が受験しました。電

気科１年生にとっては、初めての国家試験。受験に向けて入学式の翌

日から早朝、放課後、休日にと補習に取り組んできました。受験者の

努力が身を結ぶことを祈ります。 

 今月は、他にも下記のとおり資格・検定試験が実施されました。 

  １２日（金） 機械製図検定一次  

  １３日（土） ３級技能検定 機械検査職種 

  １４日（日） 危険物取扱者試験                  ３級技能検定機械検査の様子 

  １９日（金） 計算技術検定    

  ２６日（金） 情報技術検定 

頭髪服装検査 １１日  

 １１日（木）全校生徒に対して、頭髪服装検査を行いました。実施日を事前に知らせて検査をしていますが、依

然、頭髪や服装（特にズボン）に関しての指導を受ける生徒が出ております。そんな中、機械科１・２年の生徒は、

ほとんど指導を受けることがありませんでした。たいへん素晴らしいことだと思います。自身の容儀を整える意識

の高まりが、生徒の中で広がっていくことを期待します。 

県就職模擬試験１３日  

 高総体も終了し、３年生はいよいよ進路決定に向けた本格的な取組に入ります。３年生全員を対象に就職模擬試

験が、１３日(土)に行われました。問題は国語・社会・数学・英語の４教科から出題されており、この結果につい

ては、就職の際の推薦基準の一つになっています。 

企業訪問報告会１６日  

 例年、７月１日からの求人票受付を前に、進路指導部を中心に企業訪問を計画的に行っています。今年は、６月

までに県内外企業１４０社（関東６４社、中京２２社、関西１９社、中国７社、九州１１社、県内１７社）に１４名の先生方が訪

問し、採用担当者と面談して来年度の求人状況について話を伺いました。 

 １６日（火）に職員に対する企業訪問報告会を開催し、訪問された先生方を代表して３名の先生方に報告してい

ただき、情報の共有化を図りました。 

 求人状況ですが、本校に対する企業の信頼も高く、昨年並の求人が見込めるようです。しかし、求人があるから

といって必ずしも採用されるわけではありません。３年生だけでなく全生徒が、基礎学力とともに、コミュニケー

ション力を身に付けるよう意識して欲しいと思います。 

民間講師招へい事業 １５・１９日  

 地元の企業等から講師を招き、人材育成と産業教育の充実を図るために講義

を行っていただきました。 

15日(月) 建築科1年 講師：吉岡建設 「建設現場の実際」 

19日(金) 機械科3年・電子機械科3年  

            講師：ニューレジストン(株)「自由研削砥石の取替」 

 今年度は全12クラスで22講座を計画しており、順次実施して参ります。 
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九州地区高校ＰＴＡ連合会大会 長崎大会１９日  

 九州地区高校ＰＴＡ連合会大会の全体会合が１９日（金）、長崎市油木町の県立総合体育館であり、九州７県と

沖縄県のＰＴＡ関係者、約３千人が参加しました。本校からも太田育友会会長、有村校長はじめ１５名の保護者・

職員が参加しました。全体会では九州地区高校ＰＴＡ連合会の栗林宏光会長が「子どもたちを取り巻く環境が変化

する中、大人が本気になって考え、

対応しなければならい」と挨拶さ

れました。 

 分科会では、各県の高校ＰＴＡ

の活動として、スマートフォンの

使用時間を制限する取組や保護

者が就職試験の練習で面接官を

務めるなどの活動が報告されま

した。 

平成２７年度１５回長崎県高校生ものづくりコンテスト２０日  

 ２０日(土)、佐世保工業高校において高校生ものづくりコンテス

ト（県大会）が開催され、本校から次の生徒が選手として出場し、

日頃の練習で培った技能を競い合いました。 

【旋盤作業部門】城谷祐希（M3）  

【電気工事部門】小無田拓海（E3）、宮川 諒（E2） 

【木材加工部門】宮﨑 翼（A3）、川嶋達朗（A3） 

結果、旋盤部門において、昨年の最優秀賞校である佐世保工業

高校を抑えて、本校の城谷君が最優秀賞を獲得しました。他の２

部門では、残念ながら入賞は叶いませんでしたが、選手は精一杯

頑張りました。 

ものづくりコンテストにおける本校生徒の最優秀賞は初めての

偉業であり、城谷君は７月１２日(日)、鹿児島工業高校で行われる

九州大会に出場します。九州大会でも頑張って、是非、全国大会

への切符を手に入れて欲しいと思います。 

生徒総会２３日  

 ２３日(火)、体育館で生徒総会を開催し、前年度の活動・決算報告、今

年度の予算についての審議、そして生徒会活動方針について説明、報告等

が行われました。その後、各学級から、クラス目標の報告や生徒会・学校

への要望事項が出されました。「遠足の場所を変更して欲しい」「他校との

行事での交流の場を増やして欲しい」「土日のバスの便を増やして欲しい」

などの要望が出ました。 

県立学校地域開放講座（中学生木工講座）２７日 

 この講座は、地域住民の皆さんに一般教養や基礎技術を学んでいただく機会を県立学校に設けたものです。今年

度は建築科が担当し、中学生を対象とした木工講座を２７日（土）開講しました。市内から５名の中学生が参加し

て建築科職員の指導の下、５日間で書類箱やゴミ箱など希望する木工製品を製作します。 

 

＜お知らせ＞ 

 既に御存知のことと思いますが、本校は平成２８年度に学科改編を行い、現在の「機械科」「電子機械科」「電気

科」「建築科」を募集停止し、新たに「機械システム科」「電気電子科」「建築技術科」の募集を行うことになりま

した。 

これは、半島内の生徒減に伴う高等学校の入学定員の適正化のためではありますが、本校としましては、これま

での伝統を継承しつつ、工業科の幅を広げ内容充実を図るために学科改編を行います。皆様の御理解を賜りますよ

うお願いいたします。 


