
スラロームコンテストで健闘した林田君 

壮行式での3名（左から 馬場君、馬渡君、菅君） 

生徒会長 増永君の平和宣言 

祝辞を述べられる下村文部科学大臣 

 

 

 

 

 

 2015柳川ソーラーボート大会（8/1･2） 

 8月1日(土)・2日(日)、福岡県柳川市で開催された「2015柳川ソー

ラーボート大会」に本校機械科 3 年生の課題研究班（北村君、下田君、

林田君、元村君、森崎君）が出場しました。 

 大会には、地元福岡県をはじめ九州各県、山口県、そして遠くは高知県

から工業系の高校生が参加しました。競技には22艇のボートがエントリ

ーし、長崎県からは本校機械科の1 艇以外に長崎工高の2 艇、佐世保工

高の2艇も出場しました。 

【競技結果】 

＜スラロームコンテスト＞ 約150mの区間6～10ｍ間隔で設置されたブイをスラロームしてタイムを競う 

第７位（ﾀｲﾑ：３９秒３２） 

＜周回レース＞ 柳川市内川下りのコースを用いた1周約3.1ｋｍの周回コースを3周してタイムを競う 

  予選（周回コースを１周） 第１０位予選通過（タイム：１６分５９秒１５） ※予選通過は１１位まで 

  決勝（周回コースを３周） 最下位（タイム：計測なし） 

 周回レースでは、決勝に進出できたものの作戦ミスで、残念ながら最下位となってしまいました。しかし、昨年

の予選落ちから躍進しました。この経験を来年度に活かして欲しいと思います。 

 2015 君が創る近畿総体（8/4） 

 「風になれ 今青春が走り出す」の大会スローガンのもと、近畿6県で

開催された平成27年度全国高等学校総合体育大会には本県より566名

の選手と、監督・コーチ11１名、役員9名の総勢686名が参加しまし

た。本校からは、レスリング競技個人戦に3名の生徒が出場しました。 

【競技結果】 

 ５５㌔級 馬場春希(A3) 1回戦敗退 

 ６６㌔級 馬渡和音(E2) 3回戦敗退 ベスト１６ 

 ８４㌔級 菅 勇大(M2) 3回戦敗退 ベスト１６ 

 いずれの選手も、県内の厳しい予選を勝ち抜いた晴れの代表であり、その責任と誇りを持った堂々とした闘いを

最後までやり抜いたものと思います。本当にお疲れ様でした。今後は、国体に向けて頑張ってください。 

 平和学習（8/9） 

 8月9日(日)、長崎に原爆が投下されて70年を迎えました。本県の

学校では、この日を登校日として平和教育を行っています。本校では、

体育館でビデオ「かよこ桜の咲く日」（原爆で我が子を失った母親とｱｳ

ｼｭｳﾞｨｯﾂの悲劇を体験したﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞの学生との交流を描いたﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ 

1985 年制作）を鑑賞し、その後、生徒会長の増永悟君(F3)が「広島

長崎中高生平和宣言」を読み上げ、二度と戦争を起こさないと全員で心

に誓いました。 

 第 65回 全国高等学校ＰＴＡ連合会大会  岩手大会（8/19～21） 

 8月19日(水)～21日(金)、岩手県盛岡市および滝沢市において「未

来圏からの風をつかめ！～新時代を担う君たちと共に～」をメインテー

マとした第 65 回 全国高等学校 PTA 連合大会岩手大会が開催されま

した。本校からは育友会長の太田道明さんと金子教頭が、島原半島の県

立高校の校長先生・PTA役員の方々と一緒に参加しました。 

20 日(木)の開会式では、下村文部科学大臣から祝辞をいただき、優

良団体や個人への表彰も行われました。優良PTA文部科学大臣表彰団

体では、本県からは長崎工高育友会が表彰を受けました。 

その後、各分科会が行われ、進路指導や生徒指導とＰＴＡの関わり方

について、また家庭学習についてなど事例発表や研究協議か行われまし

た。 
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作業に励むインターンシップに参加した生徒達 

校長先生より表彰を受ける田島君 

受賞者の皆さん 

 技能検定（8/1、8/21） 

 夏休み期間中、本校において技能検定が行われました。8月1日(土)に３級普通旋盤作業、２１日(土)には２級

普通旋盤作業の実技試験が実施されました。本校からは３級に生徒6名（機械科2年1名、電子機械科２年５名）

が、２級には生徒５名（機械科３年２名、電子機械科３年３名）が受検し、３級については全員が合格を果たしま

した。なお、２級については結果待ちの状態です。 

 また、6月に行われた技能検定３級機械検査の結果については、受検者4名（機械科3年3名、電子機械科3

年1名）全員が合格でした。 

 技能検定は、「働く人々の有する技能を一定の基準により検定し、国として証明する国家検定制度」です。技能

に対する社会一般の評価を高め、働く人々の技能と地位の向上を図ることを目的として、職業能力開発促進法に基

づき実施されています。 

 技能検定に合格した者は「技能士」の称号が与えられます。工業高校で学んだ証として、多くの生徒が「技能士」

の称号を得て卒業して欲しいと思います。 

 ２年生インターンシップ（7/21～8/27） 

 毎年、夏休みの期間を利用して、2 年生のインターンシップ

（企業への就業体験）を実施しています。 

今年度は、機械科2年7名・電子機械科2年14名・電気科

2年9名・建築2年10名の合計40名が、島原市内を中心に

18社の企業でインターンシップを行いました（昨年度15名 3

社）。参加した生徒達は、実際の職場での就業体験を通して「仕

事」を成し遂げる達成感や充実感を得ることができ、視野を大

きく広げ、自らの適性を考える機会になったことと思います。

次年度は受入企業を更に拡大し、もっと多くの生徒がインター

ンシップを経験できるように努力していきます。 

【インターンシップ受入企業】 

 大島造船    星野建設    有明電設 

 INTERMEDIA  中村防災     平尾組 

 東洋機工製作所 式見鉄工所    井上土建工業 

 クリエイト   プラスナイロン 長崎浄設 

 島原ソーイング 松尾印刷所   マツダ工機 

 田中熱学    九州ワコール  九州電気管理技術者協会 

 

３年生夏季補習（7/21～28、8/20～27） 

就職試験に向けた3年生夏季補習（就職・進学・公務員）を夏休みの前後1２日間で実施しました。 

各教科における基礎的内容、ＳＰＩ検査、そして面接練習を中心に行いました。最後には、3年生全員に対して

校長先生による集団面接の練習も行いました。また、2 学期への移行をスムーズに行うため、実力テストを 8 月

28 日(金)と 31 日(月)に行いました。いよいよ 9 月 16 日(水)から就職試験が開始されます。3 年生にとって、

卒業の進路を決める大事な試験です。「内定」の返事を頂けるよう頑張って欲しいと思います。 

 伝達表彰式（8/31） 

 8月31日(月)、この夏に活躍した生徒の皆さんを表彰しました。 

 表彰者は以下の通りです。 

  ○平成27年度北部九州ライフル射撃競技大会 

   小関 颯(F3)BR 第1位 柴田達磨(F3)BR第3位 

   林田和也(E3)ＢＰ第2位 橋本侑弥(M2)BP第3位 

   ○平成27年度第53回全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会 

   ＢＲ団体（濱本能李(F3)､柴田達磨、小関 颯、林田和也）第4位  

  ○平成27年度国民体育大会第35回九州ブロック大会ライフル射撃競技 

   林田和也 ＢＰ第3位 ※国民体育大会出場 

  ○第10回若年者ものづくり競技大会 

   田島向陽(M2)「フライス盤」職種  金賞(厚生労働大臣賞) 

 ジュニアマイスター前期申請において、認定を受けたゴールド 8 名、シ

ルバー19名の合計27名の生徒に認定書が与えられました。ゴールドを代

表して前田真吾君(F3)が、またシルバーを代表して中川翔平君(M3)が認定

書を受け取りました。 

  

御協力 ありがとうございました 



中地区新人戦で頑張った陸上部 

 

 

 

 

 

 運動部の大会結果  

この夏休みの間、運動部では各種大会に参加して頑張っています。大会結果を報告します。 

・第 70回国民体育大会陸上競技長崎県予選大会（8/10･11 県総合運動公園陸上競技場） 

  荒木柊人(F2)：尐年Ａ 400mH 6位(57.16) 近藤和也(A1)：尐年Ｂ 3000ｍ 9位(9:14.68) 

・第 70回九州陸上競技選手権大会兼第１００回日本陸上選手権大会予選（8/20･21 沖縄県） 

  荒木柊人(F2)：男子110mH予選4組 5位(16.31) 

・平成 27年度中地区高等学校新人陸上競技大会（8/29 島原市） 

  荒木柊人(F2)：110mH 1位(15.97) ／ 400mH 1位(58.35) 

沖田 聡(F2)：走幅跳 8位(5m56)  新屋美奈代(F2)：女子100m 8位(13.38)  男子総合8位／12校中 

・第 12回九州選抜工業高等学校ソフトテニス大会（7/18･19 島原市）  団体2位 

・第 15回サマーズチャンピオンシップ高等学校ソフトテニス大会（8/10･11 佐世保市）  団体3位 

・鹿児島カップ争奪（ゴーセン杯）第 17回全九州高校ソフトテニス大会（8/17･18 鹿児島県）  団体3位 

・平成 27年度島原市バレーボール協会長杯高校生大会（8/1･2 島原市） 

  ＜予選リーグ＞ 2-0壱岐 2-0塩田工(佐賀) ＜決勝トーナメント＞ 1回戦 0-2香椎(福岡) 

・平成 27年度あたご自動車学校杯長崎地区高等学校男女バレーボール大会（8/10･11長崎北 他）１セットマッチ 

  ＜予選リーグ＞ 16-25総附 25-13鶴洋 22-25香椎(福岡) 15-25佐実 

  ＜順位決定戦＞  23-25西彼農 25-21北陽台 25-20福翔(福岡) 19-25八幡(福岡) 最終13位 

・平成 27年度長崎県バレーボール協会長杯高等学校男女バレーボール選手権大会（8/15･16 鎮西学院 他） 

  ＜予選リーグ＞ ０－２佐南（11-25、16-25）  ２－０西彼農（25-22、25-21） 予選敗退 

 
・第 8回唐津市長旗争奪高校生バスケットボール大会（８／７･８ 唐津市） 

  ＜予選リーグ＞    64-32多久(佐賀) 64-47柳川(福岡) 

  ＜決勝トーナメント＞ 一回戦 49-50長崎東 敗退 

・平成 27年度島原半島卓球大会（7/19島原復興アリーナ） 

  ＜個人戦シングルス＞ 松崎太聖(E3)：予選突破 決勝トーナメント一回戦敗退 

・第 58回唐津オープン高校卓球大会（8/1唐津市） 

  ＜団体戦・予選リーグ＞ Ａチーム 0勝５敗 予選敗退 ／ Ｂチーム 2勝3敗 予選敗退 

・平成 27年度長崎県高等学校中地区新人卓球研修会（8/23諫早市中央体育館） 

  ＜個人戦シングルス＞ 坂上大地(M1)・石本 光(A1) ベスト１６ 

・平成 27年度第 53回全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会（7/27～31広島県） 

  ＜団体[小関颯(F3)･濵本能季(F3)･柴田達磨(F3)] ＞ビームライフル60発立射 1849.3点 第4位 

  ＜個人＞ 柴田達磨(F3)…15位、小関颯(F3)…28位、濵本能季(F3)…33位 

・平成 27年度国民体育大会第 35回九州ブロック大会ライフル射撃競技（8/22･23 大分県） 

  ＜個人＞ 林田和也(E3) ビームピストル尐年男子40発競技 350点 第3位 ※国体出場権獲得 
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中地区１位で県大会出場を決めたサッカー部 インターハイで健闘したレスリング部 

 

・平成 27年度全国高等学校総合体育大会レスリング競技大会（8/2～5 京都府） 

  ＜個人＞ 55kg級 馬場春希(A3)１回戦敗退、66kg級 馬渡和音(E2)３回戦敗退、84kg級 菅 勇大(M2)３回戦敗退 

・第 31回全国高校生グレコローマンスタイルレスリング選手権大会（8/15･18 大阪府） 

  ＜個人＞ 55kg級 馬場春希(A3)決勝トーナメント１回戦敗退（敗者復活戦3回戦敗退） 

        66kg級 馬渡和音(E2)決勝トーナメント1回戦敗退 

       84kg級 菅 勇大(M2)決勝トーナメント3回戦敗退（敗者復活戦3回戦敗退） 

       96kg級 櫻間翔馬(M3)決勝トーナメント1回戦敗退 

・平成27年度(第94回)全国高等学校サッカー選手権大会中地区予選（8/21～29島原市・雲仙市） 

  ２５－０小浜  ８－０翔南  ２－１大村  ３－０諫早  中地区1位 ※県大会出場 

・中地区新人野球大会（8/20～22 島原球場 他） 

  １－６島原農  ０－１１長崎日大  ６－２島原  1勝2敗 予選リーグ敗退 

・平成27年度中地区秋季ラグビーフットボール選手権（8/23～9/19 森山ふれあい広場 他） 

  １７－１９大村工  ５７－０大村城南   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒の送迎について（お願い） 

 育友会総会でも会長より皆様にお願いしましたが、生徒の送迎のために車を乗り入れるこ

とを原則禁止致します。 

 また、「がまだすロード」への縦道は交通量も多く危険です。やむを得ず生徒を送迎する

場合は、校舎上または下の道路で乗り降りをお願いします。 

島原工業高校 この道路での乗

り降りをお願い

します 

先日、バス停で、生

徒を降ろす保護者

の車がありました。 

発進しようした際、

下って来た後続車

と接触しそうにな

りました。 

お気を付けくださ

い。 ひやり 


