
 

 

 

 

 

  

 

 

～芸術鑑賞会～ 

 

 

 

 

 
  

  

 ～教育実習～ 
  今年はコロナ感染症対策の上，4 名の卒業生が教育実習を行いました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                
 

 

 

11 月の行事予定 

 

 

1日（日） 創立 140周年記念式典       １４日（土） 3年河合センタープレ 

２日（月） 代休、1年・2年進研模試     １５日（日） 3年河合センタープレ 

３年進研マーク           1７日（火） 第 7回校内漢字テスト 

３日（火） 2年進研模試、３年進研マーク   １９日（木） 人権同和教育（7校時）  

４日（水） 開校記念日                          考査時間割発表 

９日（月） いい朝いい挨拶運動（～13日）   26日（木）  2学期期末考査        

１１日（水） ２年理数科サイエンストライ                     （～12月 1日） 

                                

白亜の学舎
ま な び や

   猶興館学校だより 10月号 

 前では緊張したけど，初

めて落語の体験をしてと

てもいぎのある時間を過

ごせたと思いました。 

1-4 鴨川 正明 

 今回の芸術鑑賞会での体験は，

私にとってとても貴重なものと

なり，忘れられない思い出とな

りました。特に，ほんの少しで

すが高座の上で噺ができたこと

はこの上ない幸せでした。 

2-1 大浦 稔樹 

 実際に体験コーナーに参加させていただき，落語の楽しさや難しさ

を知りました。これを機に落語に興味を持っていきたいと思います。           

3-1 新立 勇介 

 

10 月 16 日（金）関東、関西で活躍している落語家さんを
招いて，芸術鑑賞会が行われました。 
生徒も高座に上がり，落語体験をしました。 

 

  

久松 美奈子 さん 3-4担当 化学 

（佐賀大学 理工学部） 

みんな授業中は反応してくれたり発問にも答えてくれたり授

業をしてみて本当に楽しくてやりがいがあるなと感じました。

この 2 週間の経験を今後に生かしていきたいと思います。 

  

森川 由佳子 さん 2-1担当 国語 

（別府大学 文学部） 

高校 2 年生のときからの「猶興館に教育実習生として必ず帰

ってくる」という夢が叶いました。この深い学びを元に，これ

からも夢に向かって努力しようと思います。主に一緒にすごし

た 2 年生の皆さんへ，皆さんが話しかけてきてくれて本当に

嬉しかったです。夢に向かって頑張ってください。   

岩田 早礼 さん 2-3担当 英語 

（高知大学 文学部） 

今回の実習により，教員という職業の，授業だけでなく数多く

の業務に取り組まれているという多忙さや重要性を感じなが

らも，それに勝る充実感と喜びを知ることができました。これ

からも，今回の実習で得た事を心に留め，より一層精進してい

きたいと思います。 

  

山浦 紘彰 さん 2-1,3,4 担当 数学 

（山口大学 理学部） 

生徒はみんな良い子ばかりで，たくさんの人と授業外でも話す

ことができました。生徒のみなさん，今しかできないことを精

一杯楽しんで，自分の将来をしっかりと掴んでくださいね。 

令和２年１０月３０日発行 



 

 

 ～スポーツ・芸術の秋～ 
  

 

 部活動所属の生徒は 
 日々，汗を流して頑張っています！ 

 

 柔道部 
＜10/17(土)地区新人戦＞ 

 60kg 級 川浪 2 位 

 100kg 級 平山 3 位 

 私達柔道部は地区の新人戦

に出場しました。試合に向け

て，対戦相手の研究などを行い

対策を重ねましたが，惜しい結

果となりました。気持ちを切り

替えて，これからの試合に向け

て邁進していきます。 

主将 川浪 大和 

 卓球部 
＜10/17・18 地区新人戦＞ 

男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 3 位 一丸翔太朗 

個人戦予選通過男女 2 名ずつ 

 試合を終えて，部員それぞれ

が自分の課題を見つけられた

良い機会となりました。これか

らは課題を克服し，レベルアッ

プを目指して練習に励み，県大

会では 1セットでも多くとれる

ように最後の１球ま 

で諦めず頑張ります。 

主将 一丸翔太朗 

 空手部 
男子個人組手 1 回戦敗退 2 名 

女子個人組手 3 位 上村琉稀亜 

 今年の新人戦は猶興館であり

ました。開催校でもありとても

緊張しましたが，精一杯の力を

発揮することができました。九

州大会出場は逃してしまいま

したが，この悔しさをバネに気

持ちを切り替え，高総体に向け

て頑張っていきたいです。たく

さんの応援ありがとうござい

ました。 主将 上村 琉稀亜 

 男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部 
<10/24(土)長崎新聞社杯> 

猶興館 41－115 佐世保工業 

猶興館 57－27 鹿町工業 

予選リーグ敗退 

佐世保工業戦では点差がつい

ても走るのをやめずに少しず

つ得点できて良かった。2 試合

ともメンバー全員がベストを

尽くしてプレイできていた。こ

れからも怪我をしないように

練習に励みたい。 

主将 篠崎 兼佑 

 バトミントン部 
団体：1 回戦敗退 

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：1 回戦敗退 

ｼﾝｸﾞﾙｽ：5 名 1 回戦，1 名 2 回戦 敗退 

 全員が万全な体調ではない中，今

までの成果を発揮すべく最後まで

やり遂げることができました。この

ご時世，思うように練習できない部

分もありましたが，試合を行えるこ

とに感謝し，今回わかった自分の弱

点を改善して、日々仲間と切磋琢磨

していきたいです。 

主将 原口 萌英  

 陸上部  
＜9/18～20 県新人戦＞ 

2 年金子 800m，2 年平山 400m 

1 年中隈 100m 

福田 1500m，800m  出場 

全員ベストを尽くして走って

いましたが，普段練習できてい

ない人が多かったので，あまり

よい記録を残すことができま

せんでした。今後は，自分たち

に厳しく練習をし，自己ベスト

更新を目指して頑張っていき

ます。      中隈 涼公 

 サッカー部 
<県北地区予選 > 

予選リーグ 3 勝 1 敗 

2 位代表決定リーグ 1 位 

となり県大会出場！！ 

 ねばり強く戦って地区予選

を突破しましたが，失点が多

い所が自分達の課題だと思い

ます。県大会や高総体では失

点を減らすため，これからの

練習や試合で技術などを上げ

ていきたいです。 

主将 小出 瑛士 

 

 バレーボール部 

予選ﾘｰｸﾞ：猶興館 2-0 宇久 

     猶興館 2-1 佐世保南 

決勝ﾘｰｸﾞ：猶興館 0-2 壱岐商業 

今回の試合では，目標だった

ベスト４を達成できず，悔し

い結果となりました。今回の

試合で見つかった課題に今

後チーム全員で真剣に取り

組み，次の試合に向けて頑張

っていきます。主将 岸 奏 

 写真報道部 
 長崎県高等学校総合文化祭 

 第 16 回県高校写真展 

優秀賞「大転倒!!」氏田嘉尚 

佳作「ｽﾌﾟﾗｯｼｭ」加藤凜久 

 写真報道部は年 2 回の猶興新聞

の発行，校内外の行事やｲﾍﾞﾝﾄを撮

影し校内に展示したり，文化祭で写

真の販売をしています。県の高校写

真展に作品を出品し，最優秀賞を取

るなど実績をあげています。写真を

撮ることが好きな人の入部(兼部

可)を歓迎します。顧問 植野先生 

 


