像作品の上映。『匠』の文
字がステージ上の表れた瞬
間にはとても大きな歓声が。
印象的なオープニングでし
た。今年のステージ部門は
Ｐ科一年の合唱、北島・日
高の両先生のギター演奏、
吹奏楽部の演奏。先生方は

ー芸術鑑賞

に、長工を盛り上げていく ー幕自体は１日、プロモー
ことが必要だと思いました。 ションビデオの製作は編集
〈美術部に聞く！〉
も含めて約一週間かかりま
『匠』を制作した美術部 した。
に突撃インタビュー。
Ｑ何が大変でしたか。
Ｑオープニングに力を入れ ーペンキがまわりに飛び散
たのはどうして？
らないようにしたことです。
ー美術部が率先して文化祭 ビデオの撮影自体は一発勝
を盛り上げよう！と…。
負だった。カメラ三台とい
Ｑ誰がデザインを？
う中で頑張ったと思う。
ーみんなでしました。
Ｑ作品に点数をつけると…。
Ｑ「匠」の字の筆者は？
ー百点！
ー伊藤晃一くん。習字を習 Ｑ来年もまたしますか？
っていたということで。
ーします！でも同じような
Ｑ製作にかかった時間は？ ことはしません。何をする
かは秘密です。

と

少
し

▲せ～のっ「地球の緑化！」

▲演奏も心意
気も、先生方
アツいっす!!
格好いいっす!

編

文祭

十月二十八日、長崎市民
会館で長崎県高等学校総合
文化祭第四回大会が行われ
新聞部も参加！速報版を作
ってきました。
新聞部も前日から会場入
り。他、瓊浦・明誠の三校
で合計六部の速報を作るこ
の作業、実に大変でした。
我が長工は速報第一号・第
四号が担当。その日に取材、
インタビュー、記事書き、
加えて慣れないソフトで編
集。悪戦苦闘しながら時間
ぎりぎりに完成。速報がで
きた瞬間は「どうだ！」の
満足感。自分たちが一番い
い仕事をしていると自画自
賛。でも、あのきつさは…
もうしたくない…。
総文祭の実行委員長はＪ
３田川未来さん、その他生
徒会・美術部がスタッフ、
囲碁将棋同好会は公開対戦

査を通して知りました。皆
さんにもお馴染みの教室の
蛍光管はノーマルタイプ。
このほかに九十度に曲がっ
た蛍光管（二棟に存在）な
どの珍しいものも。十㎝程
度の小さな蛍光管が集まっ
たもの、楕円形の蛍光灯が
いくつもはめ込まれている
ところ、家によくあるよう
な丸いモノなど予想以上に
様々。実習がある工業だか
らこその特色ある蛍光灯の
数々に出会えました。
コンセントの三相コンセ
ントや蛇口の三つ蛇口など
に決して引けをとらない蛍
光灯の方々。
さて！集計結果です！

～初級編！～

「長工で数えてみよう！」

に知ることができる。一人
だと小さな人生なので。
Ｑ今、劇団をやっていての
目標は？
―目標は日々変わる。今は
高校生達にもっとこの作品
を見て貰うこと。一回一回
を確実に成功させたい。
Ｑこれからどんな劇を作っ
ていきたいですか？
―人間が生きていく上で一
緒に考えたいテーマで。若
者だけでなく大人も大変だ
から、潤いのあるものを。
最後には「地球の緑化！」
で記念撮影も。青年劇場の
皆さんありがとうございま
した！

ランチタイムは
恒例！語らいの
広場でUDOｰN▼

エビバデこんにちは！早
いもので二〇〇八年もあと
わずかになりましたね～。
このコーナーも第六回を迎
えました。回を増すごとに
多くの方から応援の声が。
ありがとうございます！
さて、今まで長工のエネ
ルギー関係（コンセント・
蛇口など）を性懲りもなく
数えてきました。そして今
回も続くエネルギッシュシ
リーズ！「蛍光灯」
いつもの様にカウンター
を持ってカチカチ。とても
地道な作業です。
さて皆さん、頭を上げて
教室の蛍光灯見上げてみて
ください。いくつあるでし
ょう。―答えは〈二十〉。
この作業を校内ずっと巡っ
て続けてきました。上を見
上げてこの調査、首がその
まま固定されるかと思うほ
どのほどのつらさでした。
蛍光灯の中にもいろいろ
な種類があることをこの調

と二日間、何人もの長工生
が動いていました。
さて今までにないストレ
スをためまくりでグッタリ
の新聞部。全ての仕事が終
わった途端走りたい衝動に
かられ、窓から飛び出し草
むらをかき分け最寄りの中
島川へ。鳩や鯉と戯れ、ゴ
ミを取りに川に入り靴が浸
水…とストレスを発散させ、
濡れた靴下を片手に意気揚
々と帰校。我々だけ雰囲気
が違うような～何が違うの
ですかね？とにかく長工新
聞部は最強だ 笑( 。)

華やかな龍踊り。

教室だけで五百という意
外な多さ！一つの部屋で最
も多かったのは「第一機械
加工実習室」〈五十七〉。
対して最も少ないのはトイ
レで〈二〉でした。多くの
トイレでは数の少なさに加
え、センサー式で人が来る
と電気がつくようになって
いますね。まさに省エネ！
教室や実習室などはこうい
う造りになっていません。
個人でのちょっとした心遣
いが必要です。天気の良い
日は電気を消して、エアコ
ンも消して日光でお昼寝お
勉強もいいですね～。電気
のつけっ放しは無駄なエネ
ルギーの消費です。地球の
為にレッツ・エコ☆

…四千六百三十四

▼長工にはない世界(笑)。

8 12 15
▲皆が息を呑んだ『匠』

演奏後「不
完全燃焼だ
った…」と
の感想をも
らされてい
ましたが、
大成功でし
た！
また、今
回の生徒会
主催行事は
「長工生ク
イズ」約六
十人を越す
参加で予想
以上の盛り
上がりがあ
り、生徒会
としては来
年も実施し
てみたいと
弁論大会☆
のこと。
▲
その他、教室・実習棟で
各クラスによるバザーや展
示、催し、また「語らいの
広場」では育友会の方々に
よる恒例の「うどん・カレ
ー」の販売もありました。
今年は一日だけの文化祭
でしたが、ステージ発表や
催しにもっと力が入ってい
ればさらに良いものを創れ
ていた様な気がしました。
文化祭等の大きな行事を期

万秒

０

十一月四日の芸術鑑賞は Ｑ一人で何役しますか。
「三千百五十万秒と少し」 ―この劇は十二人の俳優と
（劇・青年劇場）。仲間と 六人のスタッフ。一人三役
死別し絶望していた二人が ～五役ぐらいしている。
三千百五十万秒と少しで多 Ｑ最初皆で歌っている歌は
くのことを学び、生きる希 毎年変わるのですか？
望を見いだす物語。生き残 ―変えている。ライブ感が
ってしまった苦悩、周りの 大事！
人々の反応、わかってくれ Ｑ役になりきるには？
ない大人たち。自ら余命を ―自分と全然違う人間だか
一年と決め、
ら、「この人
その間にやり
はどういう人
たいことのリ
間？どういう
ストを作る。
場面？」かを
それが死んで
考えている。
しまった仲間
高校生役のと
の夢だったと
きは体も心も
わかったとき
軽く動ける気
は、思わず涙。
がする。
放課後、劇
Ｑ達成感が得
団の主役の一
られる時は？
人「悠子」役
―ラスト。照
の榎本葉月さ
明が消えて客
ん、お母さん
席からいい拍
役の菅原修子
手をもらった
さんを囲んで
とき！
の交流会が開
Ｑ役者を志し
かれました。
た時はいつ？
青年劇場は創
―始めはスタ
立四十五年、本拠地は東京。 ッフだったが、ある公演で
団員は百二十名超。一時間 無理やり会場に入れた不良
弱の会で劇や生き方につい 女子高校生から「見れて良
て多くのお話を伺いました。 かった、ありがとう。」と
Ｑこの劇の練習期間はどの 言われ劇の素晴らしさを感
くらいですか？
じ役者を志した。
―オーディションから半年。 Ｑ自分の中で芝居とは？
筋トレに三ヶ月、練習に約 ―かっこよく言えば生活の
四十日。練習時間は朝十時 中の一部。芝居は作り始め
頃から夜十時まで！
ると日常生活に結びついて
Ｑ原作か何かありますか？ くる。気力・体力・記憶力
―イギリスの映画が元。十 がある限り続けたい。
二のリストは高校生五百人 ―人生のパートナー。いろ
にアンケートをとり決めた。 いろな人の人生を感動と共

▲速報第四号！オープニン
グ編。韓国との国際交流も。

５

29
類に使われるパラフィンワ
ックスという添加物。大量
に摂取すると体に害を及ぼ
す危険のあるものです。他
にも多くの添加物が入って
います。私達が普通に口に
するガムは決して安全な食
べ物ではありません。自覚
がなければおそらく無意識
のうちに吐き捨てられ、校
内の美化を損なうガム。
美しい街を維持するため
シンガポールでは医薬品以
外のガムは法律違反で高額
な罰金が科せらるとか。こ
の状態が続けば長工でも大
胆な対策が必要かもしれま
せんね。

▼

十月三十日に校内弁論大
会、翌三十一日に文化祭、
十一月四日に芸術鑑賞会が
催され、長工にも芸術の秋。
校内弁論大会ではインテ
リア科三年の永石さんが最
優秀賞。そして文化祭。今
年のテーマは『匠～新たな
ステージへ～』開会式では
美術部による力の入った映

今日のガム日記

を境に急激に増えました。
それは、文化祭。大部分は
バザーやゲームの景品だっ
たようです。
校内でガムが一番多い場
所は生徒玄関前から駐輪場
にかけて。その次が庇〈ひ
さし〉。最近は吐き捨てら
れたガムだけでなく包み紙
だけが捨てられているのも
よく見かけます。下校時や
休み時間にガムを食べてい
るのでしょうか。
「工業っ子」の第二十五
号（高総体号）の「ミステ
リーオブフード」の記事で
も紹介したように、ガムの
表面の「ツヤ」の元は家具

▼さてこれは何処だ！？

１

３

総

６

▼五棟三階の何処かに…

躍動せよ！

ガムを数え始めて早二ヶ
月。本日、一〇四一個。来
る日も来る日も頭の中でガ
ムガムガムとフル回転。手
にはガムの臭いとヘラの跡。
もう嫌！と思いながらもガ
ムを目の前にして、取らず
にはいられない私の部活病。
それに応戦するかのように
毎日増え続けるガムの数。
入学当初は輝いて見えた
門までの道。しかし、今と
なってはガムだらけできた
ない道としか思えなくなっ
てしまった悲しい現実。
残念なことに毎日毎日増
え続けるガムですがある日

▼一棟などに存在!

長工生、

▲長工ブラス♪

谷川君。その努力も結果に
繋がったのでしょう。
昼食を食べに出たが、注
文したのに来ず食べれなか
った！というトラブルも。
様々な困難を乗り越えての
二位！さすがです。

たこ 焼 き
ロボットコンクール

走れ
！

Ｑ全国大会への意気込みを。 ～全国大会お疲れ様でした。 ってください。
―とりあえず一勝を目標に。 まだ一年生のチーム。来年、
新聞部も現地での全国大
Ｑ県大会となにかロボット
会取材をしたいと思います。
再来年と優勝目指して頑張
は変わりましたか？
十一月十六日、
―取り込みの部分がベルト
「長工の選手に是非入賞
熊本工業高校で
コンベア式になった。
してほしい！」その願いも
マイコンカーラ
Ｑ全国での目標。
叶わず、完走できたマイコ
リー九州大会が
―入賞。
ンカーはわずか四台。他の
行われました。
Ｑ対戦相手に一言！
学校も完走できない車も多
新聞部も朝七時
―勝ちます！！
々。まず完走が難しい！
からバスで三時
Ｑ今の最速タイムは…
では長工で無事完走の選
間かけ熊本まで
―一分三十三秒！
手にインタビューです。
の日帰り取材。
〈大会を終えて〉
に。熊工の第一
十一月三日、大阪でロボ
印象は《高校じ
ットコンクールの全国大会
ゃない…大学だ。
が開催されました。大会を
》大学のように
終え間もない、興奮冷めや
広い敷地に綺麗
まぬ帰校直後に大会の様子
な校舎、たくさ
についてインタビュー！
んの緑に囲まれ
Ｑ全国大会はどうでしたか。
ていました。
―厳しかった。全国の壁は
大学の
Ｊ科堀口君ーよかったです。
高かった。
よ
▼うな校内。 Ｐ科後藤君ー決勝トーナメ
Ｑ会場の雰囲気は…。
ントには行けなかったけど
―みんなピリピリしていた。 走れ
！
記録を残せてよかった。
Ｑ実力発揮できましたか。
Ｐ科山下君ーほっとした。
―ダメだった。力が出せな
Ｍ科宮崎君ーとにかく完走
かった。緊張した。
して嬉しかった。
Ｑどこのロボットが一番印
Ｍ３の宮崎君は長崎県の
象に残りましたか。
中で一番速いタイムで完走
―山口県岩国高校の「ＧＡ
し、札幌での全国大会に出
ＮＫＯ白蛇。」（優勝校）
場します。目標は『とりあ
Ｑ大阪はどうでしたか。
えず完走！』とのこと。頑
―美味しいものがたくさん
張ってください。全国大会、
あった。車が多かった。
遠い北海道ですが、長崎か
Ｑ会場の他に行った所は…。
ら応援しています。
―東急ハンズ。服や道具と
かがいっぱいあった
Ｑたこ焼きは？
―食べたよ！全国Ｎｏ２の
「たこ林」のたこ焼きを食
べた。日本一も食べたかっ
た。
Ｑ来年に向けて一言！
―来年は強豪校のロボット
を参考にし、勝って上に行
けるように頑張る。

でも
すぐに次のテスト

･･･

九月半ばから十月末にか
けて開催された親子化学実
験教室。これは、工業化学
科の先生方が地域の小学生
向けに「化学の実験のおも
しろさを伝える」講座で工
業化学科の生徒が助手とし
て参加しました。

一回目は鏡を作っ
てみよう！銀鏡反応
を使って鏡作り。銀
液に使われているア
ンモニアの匂いに驚
く子供達。でもみん
な無事に完成です。
二回目は葉脈標本
で栞を作ろう！木の
葉を劇薬で柔らかくし、歯
ブラシで葉肉を破れないよ
うに取り除きます。これが
大変！強くすれば破れる、
優しくすれば取れない。み
んな大苦戦していました。
三回目はプラスチック文

鎮を作ろう！型の中に樹脂
を流し込み小さなフィギュ
アなどを入れて作ります。
樹脂が固まるのを待つ間、
スライム風船でお遊び。子
供達にはとても好評でした。
四回目はモノを燃やして
みよう！様々な金属を燃や
しその炎の色を調べました。
また、金属粉と炭素粉を混
ぜ毛糸につけての花火作り。
喜んで花火をしていました。
五回目は電気の力を使っ
て反応させてみよう！で十
円玉と一円玉で電池を作り、
オルゴールを鳴らしました。
子供達はどの回も楽しそ
うだったのが印象的でし
た。

など。ても和やかなことか
ら、進路や職業、資格取得
などの真面目なものまでお
互い「外国人」ということ
で興味津々で話を聞きまし
た。

まだ今年就職は好調で、日
本で良かったと思いました。
「好きな日本人俳優はい
ますか。」と聞くと「ジャ
ニーズ。嵐。」…やはり。
お茶菓子のドラ焼きについ
て「ドラえもんの好きな食
べ物ですね。」などと私達
にも馴染みの言葉が。身近
に感じました。
最後はみんなで記念撮影
と記念品の交換。意欲的な
質問、積極的な姿勢が印象
に残りました。

一番驚いたのは韓国の就
職率。高校を卒業して就職
できるのは二六％しかない
そうです。その点日本では
不景気だととは言いつつも

編集 今回は受験と重なり
後記 総文祭でも速報を作
精神的にいつもより
大変でした。しかし、取材
として熊本県まで行くこと
ができ、楽しい思い出もで
きました。これからも県外
まで飛び出して取材する新
聞部をよろしく！

私も参加してみて教える
大変さを知りました。でも
子供達と一緒に実験するの
は新鮮で楽しい経験でした。

▲光永先生親子も参加！

二
ベスト三

やっと合格！

あ ぁ ･･･
また

十月十六日、韓
国光州電子工業高
等学校から生徒九
名、先生方。そし
て通訳の方と合計
一九名の視察団が
長工を視察にきま
した。新聞部は放
課後に生徒会主催
で行われた交流会
に参加させていた
だきました。
初めて見る韓国
の高校生。私達と
同じ年代の外国の
人と話せることは
とても貴重で、質
疑応答では生徒会
よりもでしゃばり
ながらたくさんの
質問を交しました。
質問内容は学校の
校則やお互いの食
文化、好きな俳優

親子化学教室

十月二十九日、全国大会
を直前に控えた建築研究部
木木木林ＭＡＤのＭ科川原
君Ａ科江川君Ｄ科江口君に
インタビューをしました。

再々テストでは

マイコンカーラリー
九州大会 ★ｉｎ熊本工業
▲ たくさん
の応援
到着時には
既に一回目の走行が終了、
体育館にみなぎる緊張した
空気。各選手は自分のマイ
コンカーを抱え、真剣なま
なざしで他の車の走りを見
ていました。私たちも長工
のマイコンカーの走りを見
るため人混みをかき分け一
番前へ。白いラインに並ぶ
二つの機体。『スタート』
ランプが点滅すると同時に
発進。そしてマイコンカー
がカーブする瞬間…試合を
見ている人、勿論選手も手
に汗握る…脱線した瞬間に
は「あ～」という声がちら
ほら。十数秒の戦い、その
一瞬に必死になっている選
手。発進の直前まで調整を
行う姿が印象的でした。

▲気をつけて！

みんなで作ろう！

▲どら焼き美味しい！
これってあの有名な…

▼緊張の一瞬！

アンニョンハセヨ！

自動車整備・ロボ コン

▲どーこを整備してやろうか！

再テストも不合格

▼試合前…

全国大会

自動車整備部門

･･･

▲ゆっくりゆっくり！
…速く

準 優勝

▼タイヤも整備するぜ！

―身近な車を整備すること
は大切で、楽しい。
Ｑみんなに一言！
―二位という結果で優勝で
きなかったけれど、練習の
成果は出せました。許して
ください。あと、自動車整
備部部員募集中です！
十一月二・三日、大阪に
てものづくりコンテスト全
国大会が開催されました。
長工からは自動車整備部門
にＭ３谷川君が出場。気に
なる結果は…見事準優勝！
帰ってきた谷川君にインタ
ビューしました。
Ｑ大会の感想は…
―難しい問題が出たけれど、
練習の成果が出せたから良
かった。
Ｑ緊張しましたか。
―あまり緊張しなかった。
Ｑ出来ばえはどうでしたか。
―完璧ではなかった。ま、
こんなもんでしょ。
Ｑ大阪では何をしましたか。
―そんなにいろいろできな
かった…「かに道楽」の前
を通った。
Ｑたこ焼きは食べましたか。
―食べられなかった。でも串
カツは食べたよ。
Ｑ将来に向けての目標
―進学も決まったから、こ
谷川君は嬉しさ半分、悔
れから立派な整備士になる。 しさ半分のようでした。大
Ｑ自動車整備部の魅力は？
阪でも黙々と勉強していた

実習のテスト

不合格

りら～っくす

in

ある日の
さっちゃん
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