
 

 

 

 

 

 ２学期中間考査 9/30 日～2 日  

 ２学期の中間考査が９月３０日(水)から１０月２日(金)まで行われました。２学期が始まって１ヶ月も経過しな

い中での定期テストで、試験範囲も広くはなかったはずですが、テストで欠点（３０点未満）を取った生徒が各学

年ともたいへん多い結果となりました。１１月27日(金)からは期末考査です。しっかり準備して臨んでください。 

 

 

 

 2015 紀の国わかやま国体 ﾚｽﾘﾝｸﾞ競技、菅君・馬渡君（ﾚｽﾘﾝｸﾞ） 5 位入賞   

9 月 26 日から 10 月 6 日まで和歌山県で開催された国体で、レスリング競技グレコローマンスタイル 84kg

級に出場した菅 勇大君(M2)とフリースタイル 66kg 級に出場した馬渡和音君（E2）が、ともに 5 位入賞を果

たしました。おめでとうございます。 

また、ライフル射撃競技ビームピストル 40 発に出場した林田和也君(E3)は予選 14 位という結果でした。3

年生にとっては就職試験最中での国体出場ということで、コンディションづくりが大変だったと思います。健闘を

讃えます。本当にお疲れ様でした。 

 第５０回体育祭 11 日  

 11 日（日）、本校の第 50 回体育祭を開催いたしました。昨年のよ

うに雨に降られることはありませんでしたが、明け方の強風にあおられ

てテントが倒れてしまい、保護者席にはテントを設営できない状態で実

施しました。 

尐し肌寒さを感じる天候の中、生徒たちは競技や演技に一生懸命取り

組みました。1 年生のプロムナードや２・3 年生の組体操には感動さえ

覚えました。また、多くの保護者の皆様に御観覧頂きました。本当にあ

りがとうございました。 

 

 競技の結果、優勝は以下のとおりです。 

＜総合優勝＞ 機械科 

＜部門別優勝＞行進：電子機械科 ﾃﾞｺﾚｰｼｮﾝ：機械科 応援：電子機械科 

＜学年別優勝＞1 年：機械科 2 年：電子機械科 3 年：機械科 

 リスニング英語検定実施 15 日  

 15 日(木)に工業高等学校長協会主催のリスニング英語検定を実施し、1 年全生徒と２・3 年の希望者、156 名

が受検しました。結果は、33 名（1 級 0 名、2 級 4 名、3 級 29 名 合格率 21.1%）の合格に留まってしまい

ました。昨年が 178 名受検の 132 名合格（合格率 74％）という好成績だっただけに、たいへん残念でした。

しかし、来年・再来年と検定は実施されます。卒業までの 2 級合格を目標に再挑戦して欲しいと思います。 

 人権・同和教育 20 日  

 20 日(月)、外部より講師を招いて人権・同和教育を実施しました。

本年度は、学年によって内容を変えて行いました。１・２年生は、ロー

ルプレイ（役割演技）を行いながら「デートＤＶ(ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸ･ﾊﾞｲｵﾚﾝｽ)」

について学び、3 年生は、これから社会へ出るうえで知っていて欲しい

同和問題に関して学びました。 

 講師 荒木壽美先生(活水女子大学 非常勤講師) 

    悦 晴美先生(NPO 法人 DV 防止ながさき) 

 公立高校の初任者研修 21～23 日  

 本年度、公立高校に採用された初任者の研修が本校で行われました。 

21 日(水)は、本校を含めた島原半島内の高校の初任者 5 名が参加して、「ものづくり研修」を通して工業教育

について理解を深めました。 

22 日(木)・23 日(金)は、県下の工業系の高校の初任者 11 名が本校での研修会に参加しました。先生方は、研

究授業や講話等を通して指導力の向上に繋げ、また半年間の実践を振り返り、今後の目標を新たにしました。 

本校の初任者、田中裕梨先生(電子機械科)、松尾恒先生(建築科)の今後の活躍を期待します。 
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成績が思うように伸びていない生徒に対しては、学習指導に関する保護者会（各学年）を１１月１８日(水)

に開催いたします。該当者には担任より個別に連絡がありますので、御出席ください。 

2･3 年生の組体操「動くピラミッド」（上）と 

職員が生徒と一緒に参加した「うずまきレース」 

ロールプレイによりデートＤＶを学ぶ生徒 



Ｍ１のモザイクアート 

 学校説明会 （中学校教師向け 20 日、生徒・保護者向け 24 日）  

 20 日(月)、中学校教師向けの学校説明会を開催し、半島内の中学校 18

校から先生方に参加していただきました。学校概要、進路状況、新しい学

科そして入学者選抜について説明を行い、入試についてだけでなく、本校

についても理解を深めて頂きました。 

 また、24 日(土)には、本年度最後となる学校説明会を本校体育館で行

いました。中学生 64 名、保護者 60 名の計 124 名が参加し、熱心に説

明に対して耳を傾け、各科の施設を見学していました。 

 多くの生徒が受験してくれることを期待します。 

本校への進学希望状況は以下のとおりです。 

科(定員) 機械システム(40) 電気電子(40) 建築技術(40) 全体(120) 

7 月調査 99(2.48 倍) 36(0.90 倍) 51(1,28 倍) 186(1.55 倍) 

10 月調査 65(1.63 倍) 37(0.93 倍) 49(1.23 倍) 151(1.26 倍) 

 第 19 回「工業展」開催 30・31 日  

 “みがけ技術力！ ほとばしれ発想力！”をテ

ーマに、第 19 回「工業展」を 30 日(金)・31 日

(土)に開催いたしました。生徒の資格試験や部活

動との関係で、開催日を当初の予定より 1 週間早

く、金・土曜日に変更しての実施となりました。

保護者の皆様には連絡が遅れ御迷惑をお掛けしま

した。申し訳ありませんでした。 

 3 年に 1 回開催される「工業展」は、工業高校

をより深く理解していただくことを目的とし、併

せて文化的な発表の場として開催しております。

今回は、各科、クラス、文化部等のステージ・展

示発表の他に、目玉として 1 日目に卒業生の記念

講演会を企画しました。今年 8 月、ブラジルで開

催された第 43 回技能五輪国際大会 ブラジル・サ

ンパウロ大会の「試作モデル製作職種」に出場し、

2 位に入り銀メダルを獲得した青島瞭さん（H24．

3 月本校電子機械科卒、現在トヨタ自動車(株)）

を講師として招き、「技能五輪国際大会に挑んで」

という演題で講演をしていただきました。 

 2 日目は、体育館ステージで、3 名に生徒によ

る意見発表、「おもしろ動画」の上映、ダンスの披

露などで盛り上がりました。多くの保護者。地域

の方に御来場頂きました。ありがとうございまし

た。 

 10 月の部活動   
 

生徒・保護者向け学校説明会の様子 

講演会の様子 講師の青島 瞭さん 

建築科の上棟式（モチまき） 

Ｆ１のダンスパフォーマンス 

部名 大 会 名 開催場所 開催日 結　　果

バレー 中地区新人戦 島原 17･18日 予選:島工0-2大工、島工2-1諫農,決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ1回戦:島工1-2島高

バスケット ｳｲﾝﾀｰｶｯﾌﾟ県予選 長崎 17･18日 1回戦 島工123-17九文、2回戦 島工95-33佐高専、3回戦 島工57-106長西  ﾍﾞｽﾄ16

卓球 新人戦中地区予選 諫早 17･18日

【団体】3位

【個人】ﾀﾞﾌﾞﾙｽ:坂上大地(M1)･石本光(A1)組 ﾍﾞｽﾄ8…予選突破

　　　　ｼﾝｸﾞﾙ:坂上大地 ﾍﾞｽﾄ8、龍園瑛耶(F1)ﾍﾞｽﾄ16、芦塚海都(F2)ﾍﾞｽﾄ20…予選突破

射撃 県秋季選手権 長崎 18日
【団体】渡辺成哉(M2)･佐用奏(M2)･佐藤凌吾(M2)　第2位

【個人】BR 渡辺成哉(M2):2位　BP橋本侑弥(M2):1位、小林秀仁(F1)3位

サッカー 全国高校ｻｯｶｰ県大会 島原 24･25日 2回戦 島工2-0波佐見、3回戦 島工0-5長崎総附

ラグビー 全国高校ﾗｸﾞﾋﾞｰ県大会 大村 24～11/3 1回戦 島工61-3長崎鶴洋、2回戦 島工28-19長工、準々決勝 島工15-72長北　ﾍﾞｽﾄ8

ソフトテニス 県新人戦 長崎 24･25日
【団体】2回戦 島工3-0口加、3回戦 島工2-0大工、準々決勝 島工0-3西陵 ﾍﾞｽﾄ8

【個人】高木純司(F2)･宮﨑潤(M2)ﾍﾟｱ 3位(九州大会出場)

陸上 島原ｼﾞｭﾆｱ大会 島原 27日
稲田海征(A2)砲丸投げ:第3位、増永悟(F3)5000m:第2位、村里愛美(M1)走り高跳び第2位

新屋美奈代(F1)100m:第3位

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 全国選抜ｿﾌﾄ県大会 長崎 31日 1回戦 島工4-3諫早　準決勝 島工0-6大工 第3位


