君を裏切らない！
いっぽぉおおん！！

▼ボールをよこせぇええぇ！

こんにちは新スプラッシ
ュスター新聞部が送る第二
弾の新聞です。そろそろ部
活動の大舞台“高総体”で
すね。大会前に練習風景の
撮影とキャプテンへインタ
ビューをして参りました。
皆さん一心不乱に頑張って
いました。この意気込みで
大会も一世風靡して下さい。

▼

「割り箸はもったいない
のか。」―
テレビなどで「マイ箸」
の話を聞くと割り箸はもっ
たいないのかなと思います。
環境問題はもちろん、お洒
落とも融合した形で起きて
いるマイ箸ブーム。
でも「割り箸」は間伐材
を有効利用しているからそ
うでもないのかも…。しか
し実際は森林伐採による輸
入割り箸ばかり使われてい
るから、やっぱりもったい
ないのかも…。

割り箸はお昼の弁当で、
飲食店で、そしてコンビニ
でも私たちの生活に欠かす
ことのできないものとなっ
ています。日本で暮らす私
たちの文化の中に当たり前
のようにある「割り箸」で
すが、割り箸を日本へ輸出
している国々では森林・環
境破壊、砂漠化が起きてい
ます。マイ箸も水や洗剤を
使って洗えば環境への悪影
響があります。
また国内では国産の間伐
材利用「割り箸」の使用が

一膳の、その奥に…

！
！
ツ
ガッ 練習は

守りはありますか。
Ｑ７意気込みを聞かせてく
ださい。
※初戦の対戦相手
〈長崎会場〉
ラグビー部
①森内先生を怒らせない。
②森内先生の機嫌。
③自分のため。
④あやとちえ。
⑤負けないよ！
⑥ミサンガ。
⑦優勝しかないやろ。
※佐世保実業

インタビューの内容は次
の通りです。
Ｑ１練習で工夫しているこ
とは何ですか。
Ｑ２今気になることはあり
ますか。
Ｑ３何の為に頑張りますか。
Ｑ４好きなアイドルは？
Ｑ５ライバルに一言！
Ｑ６試合前のジンクスやお

五月某日の長工の弁当注
文数は百十個。ということ
は二百二十本の割り箸が使
われています。ここは長工
の技術を生かし、その割り
箸を回収、さらにリサイク
ルまで挑戦してみてはどう
でしょうか。工業高校なら
ではの取り組み。私は実施
してみたいです！
身近な割り箸から環境問
題を自分の日常生活の問題
へ。新しい何かが見えてく
るかも知れない気がするの
ですが…。あなたはどう思
いますか。

ヨット部
①その日の練習で特に頑張
ること、目標を決めて練習
すること。

水泳部
①個人の力に合わせてメニ
ューを組む。
②就職先。
③ＬＯＶＥ＆ＰＥＡＣＥ。
④夏川純。
⑤俺の泳ぎに驚くなよ！
⑥ゴーグルのチェック。
⑦去年の先輩に負けない！

少ないこともあり、間伐が
滞り森林が荒れてきていま
す。
軽い気持ちで身近な「割
り箸」について…と思った
ものの考えてみると実は様
々な問題が絡み合っていま
した。簡単に答えが出せる
問題ではないようです。
「割り箸はもったいない
のか。」―
今、割り箸から紙やティ
ッシュを作り出すリサイク
ルが始まっています。割り
箸三膳（六本）からはがき
一枚が作れるそうです。

▼

〈諌早・島原・大村会場〉

陸上部
①オリンピックの先生に習
う。
②ライバル達の彼女（笑）。
③彼女の為（笑）。
④宮崎あおい、苗字が同じ
だから。
⑤絶対に負けません。
⑥リストバンドとハチマキ。
⑦みんなで北九州大会に行
きます。

柔道部
①短い時間で集中して取り
組む。
②高総体の試合。
③先生達のために。
④長澤まさみ。
⑤負けませんよ！
⑥ありません。
⑦部員が少ないので一人一

空手道
①上手い人のビデオを見て
研究する。
②将来のこと。
③自分のために。
④秘密です…。
⑤お互い頑張りましょう。
⑥バナナジュース。
⑦百％力をだしきる！
☆大会前インタビュー 佐<
世保会場 編>は裏面です。
どの部も練習する姿は必死
でした。部活は青春！ヒシ
ヒシと伝わってきました。

④堀北真希。
ことが多すぎて時間が足り
⑤絶対負けないから。
なくなることも多々。
⑥ないっす。
「今、欲しいものなに？」
⑦個人・団体、共に長工で
と聞かれたら、「時間！」
独占！
と即答してしまうと思いま
※諌早
す。時間が欲しい！あっ…
卓球部
中間テストも終わり高総 ドラえもんの四次元ポケッ
①みんなで協力する。
体まっしぐらです。各部活 トのほうが私的には欲しい
②体育館が暑い。
男子バレー部
三年生を中心に練習に打ち ですね。ああ…時間（泣）
さて、今回の小さな嬉し
③自分と仲間のために。
①盛り上げる。
込んでいる姿はまさしく青
④松田聖子。
②ケガ人。
春！運動とは無縁な私…で、 かった出来事。それは母か
⑤絶対勝ってやるから！
③みんなのために。
とても羨ましく見えます。 ら聞いた話。先日の育友会
⑥カツ丼。
④スザンヌ。
一年生の時は応援に行っ の評議員会で母が同じよう
⑦勝ちます！
⑤お互い頑張ろう。
ても他人事にしか思えなく に参加されていた保護者の
※諌早商業
⑥貯金。
ただ見て過ごすだけでした。 方と話をしていると「工業
⑦勝つ！！！
が、二年生の時は新聞部に っ子」の話題が…。「とて
※諌早
入部してしまったためにい もおもしろくて、毎回楽し
ろんな試合を見に行き、取 みにしている。」とのこと。
ソフトテニス部
材をし、写真を撮り、記事 これを聞いたときに、新聞
①いつもより声を出す。
を書き…と、多忙でした。 を作っていてよかったなあ
②部活。
今年は三年生。事前取材に と、出来上がった時の達成
③彼女のために！
行っても練習している選手 感とは違う喜びを久しぶり
④平山あや。
に「がんばれ！」と声をか に味わいました。そして、
⑤絶対に負けねぇ！
けたいぐらい例年以上に気 この「工業っ子」が長工生
⑥彼女がくれたミサンガ
だけではなく、何と家に持
持ちがあります。
⑦去年もあたった壱岐高校
三年生になると、しなけち帰られて保護者の方にも
に勝つ。
ればいけないことがたくさも楽しく読まれていること
※西彼農業
んあり、今までよりも打ちを知り、何だか嬉しかった
バドミントン部・男子
込める自分がいるなと思うです。また、皆に楽しんで
女子バレー ①企業秘密。
場面が多くなったような気 もらえるよう頑張ろうと思
部
②就職。
がします。その反面、やる います！
①時間を有 ③あの人の為に。
効に使う。 ④榮倉奈々。
人が出せる力をだしきる。
②体育館下、 ⑤ザワールド！時よ止まれ。 サッカー部
⑥朝からトマトジュース。
①ウォーミングアップの時 是非諌早まで応援に来て下
女子トイレのにおい。
からテンションを上げまく さい！
③今まで支えてきてくれた ⑦地味にベスト８で。
※創成館
る。
※佐世保北・鹿町工業
私の周り全ての人。
②高田大のケガ。
④上戸彩。
バドミントン部・女子
ボクシング
③遼平のために。
⑤おてやわらかに。
①一面しかないので効率よ
①いかにサボるか。
④高田大ちゃん。
⑥ミニーちゃん。
く。
②試合に勝った後のパフォ
⑤絶対勝ぁぁあつ！
⑦自分達の力を精一杯出す。 ②ないっす！
マンス。
⑥二回戦の壁。
※聖和女子。
③先生のため。
③自分のため、あと彼女。
⑦絶対ベスト４入ります！ ④Ｉ スザンヌ。
④あやＴ。
※大村
⑤甘く見ないで！
⑤ぜったい勝つ！…減量失
⑥あやＴとおっぴーの声は
敗したかも。
勝利をよぶ。
⑥……。
⑦頑張ります。
⑦ＫＯする気で行く。
※大村城南

フェンシング部
①突くときのパターンを増
やす。
②髪の毛。
③学校の名をあげるため。

