発明発表。Ｐ１川原君がわかりやすい実演を披露

ながら新聞部は二階の観客 「日本一」とは本当にすご
席で見学。
いことなのですね！
そして開式。人命救助・
式の途中には警察音楽隊
産業功労・地方自治功労な の方々による演奏も。「栄
どをはじめ十四の功労種目 誉をたたえる曲」「お祝い
があり、理由も様々です。 の曲」の二曲が演奏され、
合わせて百二十二の個人・ 祝いの場を盛り上げました。
明けましておめでとうご
団体が表彰さ
ざいます。新年あけ一回目
閉式後、受賞の
れました。
感想を聞きました。 の青春日記です！皆さんど
この度ヨッ
んな冬休みを？私は…触れ
北村さん
ト部と松本君
ないでおきましょう。 笑(）
―誰でももらえる
が授与された
さて、十二月、クリスマ
賞じゃない。頑張
「特別賞」と
スも間近に迫った某日、我
ってきたことが形
はその年に全
になってよかった。 らが長工建築科の西平先生
国レベルの顕
が御結婚されました。もの
松本君
著な活動があ
づくり大会での取材を始め、
―滅多にもらえる
った個人・団
ものではないので、 日頃お世話になっている先
体に贈られる
とても嬉しかった。 生。「お祝いにいこう！」
賞です。
と三年生の部員二人、披露
…副賞で栗まんじ
そんな特別
宴が行われる某ホテルへ♪
ゅうとティーカッ
賞の中には北
プをもらったとか。 建築科主任の村田先生には
京オリンピッ
事前にお話していましたが、
クバレーボー 厳かな雰囲気 汗( )
午後からの各工業高校の
ル競技で活躍された朝永孝
生徒による研究成果発表会。
介さんも。さらに今回設け
十分間の中で専門分野の研
られた特別栄誉賞。体操競
究を専門外でもわかるよう
技の内村航平選手が初の受
な発表に感心しました。
賞者となりました！多忙な
今回の発表は、
お二人。代理で御家族の方
長工の誇りであるヨット
・環境問題について
がお見えでした。御本人を 部と松本君。長工内のみな
・実際に物を作る
見てみたかった…！
らず、県全体の活性化に繋
という二つのグループに分
そんな世界の強者とも肩 がる素晴らしい活躍。本当
けられたと思います。
を並べたヨット部と松本君。 におめでとうございます！
島原・鹿町の発表者に発
表の感想を聞いてみました。
Ｑ何に苦労しましたか。
〈島原工業に聞く〉
ー発表の車作り。
Ｑ一番苦労したことは…。
Ｑ自慢できることは…。
―油の回収。
ー二冠を達成したこと！
＊発明創意工夫コンクール＊
Ｑ「ここが自慢！」は…。
Ｑ最後に一言。
Ｐ１川原君 二冠！
―この商品は確実に特許を
ーやったね！
＊生徒研究成果発表会＊
取ることが出来ます！
大村工業
工業化学科三年 優秀賞 作品名〈ピピットＬＥＤ〉 Ｑ商品名は何ですか。
Ｑいつ思いつきましたか。 ―今は秘密。（特許出願中
なので。）
―期限の一週間前。
〈最優秀賞・鹿町工業語る〉
Ｑ材料費はどれくらい？
―百円！（百均で買った。） Ｑ優勝の感想を…。
―嬉しいです。
Ｑ何回失敗しましたか。
Ｑ一番苦労した作業は何で
―…たぶん三回です。
すか。
―ブロックを
一個ずつ並べ
る作業です。
Ｑ総工費は？
―百五十万。
どの発表も
内容が充実
し、とても興味を
もって聞くことが
できました。生活
密着型の研究は工
業高校生としてや
りがいがあるもの
だと感じました。
▼

十二月十日、本校体育館
にて行われた発明創意工夫
コンクールの表彰及び作品
発表、県下の工業高校生徒
研究成果発表会。本校生徒
と県下の工業高校生の熱気
でむんむんの体育館。発明
創意工夫コンクールでは考
案の部七十一人、ポスター
の部三十人が表彰を受け、
本校のＰ１川原君は考案・
ポスターの両方で最優秀受
賞の快挙。三生徒の作品の
発表も行われました。
〈発表者にインタビュー！〉
Ｐ１川原貴仁君
作品名〈フロントガラス保
護兼人身事故衝撃緩和エア
バッグ〉
Ｑ発明のきっかけは…。
ー安全なことを目指して。

溢れるアイディア
絶え間ない努力

▲

特別賞
受賞

▲金子知事から
表彰される松本君。
会場に入る前から「もしや
私達、場違い！？」と思う
ほど厳粛な雰囲気。会場は
県庁内の長崎県議会議場。
金子知事がよく話されてい
る場所。滅多に来ることの
ない会場に少しドキドキし

9 01 19

十一月二十三
日、県庁にて県
民表彰式が行わ
れました。長工
からインターハ
イ優勝のヨット
部主将Ｉ３北村さん、もの
づくり電気工事部門全国大
会優勝のＥ２松本君の二名
が出席。共に特別賞に輝き
ました。
駐車された高級車。続々
と降り立つ威厳溢れる方々。

★

'09

「変」わろう！

30
向かうよう日常生活・体調
管理・勉強などの面ででき
る限りのことをしていきま
しょう。意識の変化、行動
の変化がその人の将来を変
えると私は思います。
二〇〇九年、社会には不
穏な空気が漂っているよう
で、世の中の変わり目の中
に私たちはいるようです。
今まで通りでは上手くいか
ないことも増えてくるでし
ょう。自分の未来を造るの
は自分です。チャンスを呼
び込む実力と気合を身につ
け、妥協せず流されずこの
厳しい時代を乗り越え元気
に過ごしましょう！

県民表彰式

るように、個人や企業の社
会に対する「変」な責任感
も明らかとなった昨年。
そんな「変」はもちろん
私達にも影響してきます。
食品偽装に伴う健康被害。
そして雇用状況の悪化。来
年度からの就職は大変厳し
くなります。また就職が決
まっていても内定取り消し
や突然の解雇がないわけで
はありません。
しかし「変」には、その
ような社会から変わってい
こうという思いも込められ
ています。こんな世情であ
ることを含めて自分の将来
を真剣に考え、よい方向に

西平先生にはもちろん秘密。
宴の前に一言をお祝いを…
のつもりが、急遽サプライ
ズゲストとなり、慌てふた
めきつつ会場へ。「新聞部
はここまで来るのか！」と
の長工の先生方からの声も
追い風ととらえ突撃取材！
Ｑプロポーズの言葉は…。
―高級レストランでポケッ
トに忍ばせていた指輪を出
し「結婚してください」と。
Ｑ奥さんのどんなところが
好きですか。一言で！
―中身。芯の強い人柄が好
きです！（ものすごく綺麗
な方でした。）
Ｑ未来の家庭像は…。
―家族全員でソフトボール
ができるような家庭！
突然お邪魔して大丈夫か
と心配でしたが何とか会場

の受けも良く一安心で退場。
お色直しで再入場直前の
奥様にもインタビュー。
Ｑ西平先生との結婚の決め
手となったのは何ですか。
―イケメンだから☆
…隣でニヤニヤする西平先
生。これからもお幸せに！
世間は不況や不正で騒が
れた昨年。式場でもらった
幸せオーラを新たな年に大
事に使わせてもらいます！

▲

「長工で数えてみよう！」

ハッピー
ウエディー
ーーング☆

▲

二〇〇八年末、世間はク ～ いやぁこれも初級編～
整頓を！）。第一体育館の
リスマスムード、冬の寒さ
長机はステージの下、数多
が身にしみる某日。冬ノ寒
のパイプ椅子と共に収納さ
サニモ負ケズ、数えてみよ
れているものまで引っ張り
う活動に取り組みました。
出して数えました。
このコーナーも七回目に
二週間ほどで終了。まだ
突入。何を数えるかを決め
まだ初級編？と思いつつ…
るのもなかなか大変です。
さてさて、結果は
「これどんくらいあるんや
生徒用机…一七三四台
ろ～？」と思うものがある
その他机…一二八〇台
人、その疑問、新聞部が解
合計…三〇一四台
決します★ 笑( )
という結果でした。
さて、今回数えたのは学
生徒九五三人に対しこの
校・家庭・日常生活で必要
数。生徒用机だけでも一人
不可欠な家具「机」です。
当たり一・八台！その他机
これまた多種多様。今回は
の中には製図・実習の机も
普通教室によくある「生徒
あるので一人当たり二台以
用机」と「その他の机」の
上になります。机二台分の
二つに区分。大きく分けた
勉強をしていますか？ 笑( )
ので簡単！と思いきや、教
室の机を数えるのに一苦労。
時に体操服やシューズの散
乱に苦労し（教室内は整理

〈実行委員長・島原工業の
中上校長先生に伺う〉
Ｑ今大会はどうでしたか。
ー緊張した。長崎工業高校
にしっかり準備してもらい
嬉しかった。
Ｑ今後工業生に期待するこ
とは…。
ー創造性を鍛え既成概念に
とらわれず柔らかな発想を
していって欲しい。
…今大会をきっかけに他校
の取り組みも参考に新しい
研究ができたらと思います。

今回の数えようは初級編。
机ぐらいではまだ感動も浅
い。皆さんにもっと大きな
「そうなんだ！」を言って
もらうためにも、この不完
全燃焼をバネにして、次回
の数えようでは飛ばしてい
きます！

実習棟に
は様々な
机が！

▲

飛躍を
あけましておめでとうご
ざいます。年も明け、二〇
〇九年が始まりました。三
年生は卒業がもはや目前に。
そして社会人まであとわず
か。一・二年生は学年が上
がりそれぞれ長工を支える
重要な学年となります。気
持ちも新たに素敵な一年に
していきましょう。
さて昨年の世相を表す一
文字は「変」。社会では原
油価格の急変・景気の大変
動。それに伴う雇用状況の
変化など稀に見ぬ大きな変
化が起こりました。また多
発する食品偽装に代表され

７

▼まさかの
突撃取材！

▲Lonely…

▲世界に羽ばたく
長工ヨット部！

▼優秀賞☆鹿町工業

さらなる

▼最優秀作品

▼▲発表会の様子

いろいろと質問させてもら
いました。ドイツの学校の
化学では
計測と計
算をし、
大量のデ
ータをま
とめレポ
ートを書
くとのこ
とでした。
日本とド
イツ、場
所は遠い
けれど、
ほとんど
同じよう
なことを
しているのだなと親近感を
覚えました。やはりどこに
行ってもレポートは大変な

ようです…。
楽しい時間
は早く経つ
…のか、は
たまた時差
のせいか、
生活が不規
則になった
せいか「も
う五日間も

経った？」 ▲
古都を背景に。
と思うほどの充実した時間
でした。もっとライン川が
見たい！もっとドイツの人
と話したい！もっと…もっ
と…けれど、五日間は早く
も経ってしまい、いつの間
にか長崎工業高校の職員玄
関の前…。家に着いたらほ
とんど時差ぼけもなく眠れ
ました。それよりも何より

▼

いろいろなものを食べて食
べまくりました。
学校訪問の交流
会では私たちより
年上の人たちばか
りで緊張しました。
しかし思った以上
の和やかな雰囲気
に次第に緊張もと
れていきました。
研究室や実習室
を見学
させて
いただ
いたと
きに案
内して
くださ
った方が偶然に
も化学科の卒業
生ということで

も辛かったのは、いつの
間にか夏休みが終わった
という事実と翌々日の実
力テストでした…。
海外研修では普通なら
体験できないようなこと
を体験し、ドイツの日常
生活の一端や学校制度と
生徒の雰
囲気など
実際に見
て学ぶこ
とができ
ます。と
ても良い
勉強、思
い出にな
ります。
是非次回
があるなら参加することを
全力でオススメします。

あけましておめ
でとうございます。
今年も「工業っ子」
をよろしくお願いします！
ということで新年号、各学
年今年の抱負を…。
＊一年生＊
ー無事、進級する。人見知
りをしない！
？で積極取材。
トップ記事になる「数えよ
う」を創出。
＊二年生＊
ー躍動的ないい写真を撮る。
＊三年生＊
ー卒業しても記事を書く。
後輩のバックアップ！
皆さんの応援もよろしく
お願いします。

編集
後記

―去年よりは良くなってい
る。七十点ぐらい。
Ｑ校長先生にとって「品性」
とはどのようなことですか。
―一言で言い表すことはで
きませんが、あえていうな
らば「自分以外にどれだけ
思いやりと感謝を持って行
動できるか」だと思います。
Ｑ二〇〇九年に何を期待さ
れますか。
―「品性日本一」の満足度
が百点になることです。さ
らにいい長工にしていきた
いと思います。
Ｑ今年度もあと三ヶ月、長
工生に何を望みますか。
―今年度が終わるときに生
徒一人一人が成長したと思
うようになって欲しい。

▲地元の小学生。もう友達☆

マメニモ負ケズ
夏休みも終盤、私は大量
の荷物をトランクにつめ八
月二十五日からの生徒海外
研修に参加しました。初め
て行く海外！不安よりも期
待の方が大きく、参加でき
ると決まったときから楽し
みでした。
ドイツに対して一番異文
化を感じさせられたのはや
っぱり“食事”でした。主
食のジャガイモが姿
かたちを変え朝昼
晩、デザートはベ
リーの宝石箱。何
より見た目も味も
濃い！けど美味し
い。去年不評だっ
た機内食も意外に
美味しい！鮮やか
なお菓子にパン、

画伯誕生

片山先輩

技能五輪二位

ようこそ先輩☆

ー朝から三ｋｍ走って、筋
Ｑ意気込みをお願いします。 九州大会出品となった吉川
トレして出社。そして一日
君の作品を始め七作品が優
ーいろんな人達に手伝って
中練習。五時間半の作業に
秀賞や優良賞を受賞してい
もらったので、それに応え
必要な体力をつけるため六
るために良い結果残します。 ました。色彩豊かなもの、
十五ｋｍ走ったり、寺で三
丁寧に描き込まれたものな
日間修行したこともある。
どどれも時間をかけて制作
Ｑこれからの目標は…。
されたことがわかるものば
ー初めての配属だから早く
かりでした。
職場に慣れてリーダーにな
りたい。技能五輪の指導者
にもなりたい。
Ｑ後輩にひとこと！
ー高校三年間がなかったら
今はない。何かひとつでも
「これは誰にも負けない」
というものをもってほしい。
先日、県立美術館で行わ
れた長崎県高校美術展に行
ってきました。会場に入っ
てまず驚いたのが作品の大
きさそしてその数の多さ。
県内の多くの高校から絵
長工の作品は今三棟一階
画やポスターなどの素晴ら
しい作品が並んでいました。 の進路指導室横や美術室横、
長工からも十四作品を出展。 図書室に展示してあります。
ぜひ見てください。

…と食べ過ぎて

木木木林ＭＡＤ
全国誌に！

「品性」は？

Ｑ何が一番きつかったです
か。
ーニック
の国を過
ぎた後の
上り坂。
Ｑ来年も
頑張りま
すか。
ーはい！
Ｑ今の気持ちを五・七・五
で！
ー気が付けば 一位になっ
てた 超サイコー！
みなさん健脚大会おつか
れさまでした！

色々と

縁起 が

木木木林
変形！▼

▲

「このマシンほど全体が変
形するロボットはなかった」
として、全国大会を紹介す
るトップページに写真が掲
載されました。優勝・準優
勝チームより多い写真の数。
この予想外の出来事につい
て建築研究部に聞いてみま
した。
Ｑ雑誌を見た
感想は…。
ー全国誌に載
るなんてすご
いので嬉しか
ったです。
やったね☆
Ｑ現在製作しているのは…。
ー床下探索ロボット。
大きな可能性を秘めた若
き建築研究部。さらなる飛
躍を期待しましょう！
☆☆…
事あるごとに耳
にした今年度のテ
ーマ「品性日本一」
このことについて
校長先生にお話を
伺いました。
Ｑ「品性日本一」
現状でどれほどの
満足度を感じていら
っしゃいますか。

ー校長先生に伺うー

▼学校の実習室を見学。

お腹、
壊しました。

十一月に行われた全国ロ
ボットコンクールで一年生
チームで出場し、これから
の第一歩としてベスト三二
の足跡を残した木木木林Ｍ
ＡＤ。ロボコン総合情報誌
「ロボコンマガジン」に、

この雑誌
に掲載

長工生の

ドイツ

技能五輪旋盤部門で全国
二位に輝いた電子機械科卒
の片山祥平さんがいらして
いたのでお話を聞きました。
Ｑ全国二位の感想は…。
ー思った通りのことができ
ず残念だったが最後の大会
で銀メダルをとれて嬉しか
った。 年(齢制限二十一歳 )
Ｑ会社ではどのような日々
を過ごしていますか。

▲懐かしの
機械の前で
パチリ★

「温故知新」を学ぶ
▲Ａ２
坂本豪州君
「郷愁」

海外研修

▼お食事中
に…。あり
がとうござ
いました！

▼Ｐ２
吉川智也君
「きれいな
明日のために」

▲一位おめでとう！

★

っ
く
す

マイコンカーラリー
全国大会へ向けて

良いそうな

▲マイコンカー発車！

ぴ

一月十日、
北海道にて開
催されるマイ
コンカーラリ
ー全国大会。
九州大会を経
て長崎県代表
となったＭ３
宮崎君に冬休
み前に全国大
会に出場の意気込みエトセ
トラを聞きました。
Ｑマシンの調子は…。
ー最悪。誤作動が起きる。
落ちたりひっくり返ったり
で壊れそう。
Ｑ九州大会から何を改善し
ましたか。
ー後ろにモーター二個から、
前と後ろに一個ずつにして
バランスをとった。
Ｑ北海道での楽しみは…。
ー海の幸を食べたい！雪！
Ｑ何泊で、交通機関は？
ー三泊四日。飛行機で先生
と二人で行ってきます。

決戦はキタ! と

健脚大会

元旦のおせち
黒豆は…
田作りは…
伊達巻きは…

▲おいっちにぃ！ ▲つかれたわ～…

うにかもってくれた天気に
感謝でした。
レース終了後には恒例と
なっている育友会の方々に
よるうどんとおにぎりの提
供。冷えと疲れでクタクタ
の体に、うどんの温かさが
染みました ･･･
。
後日、健脚大会での頑張
りが体に表れている人もお
り、足腰の痛みに翌日のみ
ならず二・三日苦しんだり
（仮にも高校生が☆）、さ
らに足の裏に水ぶくれがで
きている生徒も・・・。
来年もこの行事は待ち構
えています。それに備えて
体力作りをすることも工業
生として大切なことです。
【男子最速Ｐ１・三班坂口
くんにインタビュー！】
Ｑ一位になるために自分た
ちで決めたことは。
ーみんなで走ること。
Ｑ一位でゴールした時の気
分はどうでしたか。
ー嬉しかった！

大晦日は細く長く
生きるために年越し
そばを食べ

▼うどんが
ボディに
染みるぜ！

年 に 一 度 の体力勝負！と
い う こ と で 、雨の降りそう
な 中 、 十 一 月二十一日に健
脚 大 会 が 行 われました。天
気 は く も り でも心は降水確
率 ゼ ロ だ ぜ ！と、元気よく
スタート。
女 子 二 十 一キロ、男子二
十 七 キ ロ 。 みんな競い合っ
て 走 り に 走 る！文化部の新
聞 部 か ら し てみれば驚異の
体 力 と ス ピ ード…。高校生
の 体 力 の 凄 まじさをまざま
ざ と 見 せ つ けられました。
今 ま で 培 っ てきた体力がも
の を 言 う こ の競技大会。そ
り ゃ あ 、 気 を抜くわけには
いきません！
一 年 生 に とっては初めて
の 健 脚 大 会 ということもあ
り 、 コ ー ス を間違えてしま
う な ど の ハ プニングがあっ
た よ う で す 。二・三年生は
過去の健脚大会の経験を生
かし、好成績を残したチー
ムがほとんどだった様子。
今回は全生徒が時間内に
無事に帰還。タイムアップ
に近付く頃の突然の雨。ど

▼ズンズンズンズン♪

ある日の
さっちゃん

