瓊浦高等学校
学校通信
第50号
平成28年10月31日発行
電話

095-826-1261

FAX 095-820-5245

「 高校時代 」
教頭

小林

勝

瓊浦高校体育祭が感動のうちに終わり、とある所でほっと一息ついていたそのとき、
高校時代の友人から一通の電話が入りました。来年の正月に高三のクラス会をやると
いう連絡です。私は南島原市の出身で、高校卒業までの18年間をこの地で過ごしまし
た。60年余りの自分の人生を振り返るとき、この高校時代を抜きに語ることはできま
せん。
部活動（ソフトテニス）と勉強の両立に苦しみ続けた３年間でした。といっても、
瓊浦高校の先生方や選手諸君のように、華々しい戦績を収めたわけではありません。
部員は少なく、日頃は指導者もいない環境で、ただひたすら遅くまで、休みもなく練
習に明け暮れる日々でした。授業では、苦手な英語の小テストは毎回のように不合格
で、昼休みは追試を受けるのが日課となっていました。やがて、家庭での勉強不足が
たたり、英語だけでなく頼みの数学の成績も低下の一途をたどっていきました。将来
は高校教員になりたいとの思いがあったのですが、それどころではありません。当然
のごとく、周囲からは部活動を辞めるよう言われ続けましたが、私の中には何故か、
退部という選択肢はありませんでした。同じような状況で頑張っている友の姿に、負
けたくなかったのだと思います。
先の見えない苦しい日々に、転機が訪れたのは２年生の秋でした。県新人大会で予
想外に勝ち進み、九州大会出場の権利を獲得したのです。「沖縄の九州大会に行ける。」
まさに夢心地でした。結果的に部の練習はさらに厳しさを増しましたが、練習に取り
組む意識が変わりました。また同じ頃から、英語の成績が少しずつ良くなってきまし
た。１年半も続いた昼休みの追試の成果でしょうか。夜、机に向かう時間も徐々に増
えていきました。それに耐えられる体力と精神力が、自然と備わっていたのでしょう。
「最後まで続ける」「目標をあきらめない」という二つの思いが、高校時代の私を
支えてくれました。そして、高校3年間の日々が私という人間を作り、人生を切り拓い
ていく力となりました。ソフトテニスとの縁も、高一の夏に目標とした高校教師の道

も、いまも歩み続けることができています。
「意識が変われば、行動が変わる。」という言葉があります。行動が変われば習慣
が変わる、習慣が変われば人格が変わる、人格が変われば人生が変わると、言葉は続
きます。瓊浦高校の生徒諸君の中に、毎日頑張っている生徒諸君がいます。部活動や
学校行事、生徒会活動にと、輝いている諸君がいます。ただ、自分の才能に気づかず、
日常に流されて埋もれたままの諸君も大勢います。「過去と他人は変えられないが、
自分と未来は変えられる」と言われます。しかし、自分と未来を変えるために努力す
るのは、未来ではありません。今なのです。卒業を迎える日まで、やるべきことをや
りましょう。瓊浦生諸君が、自らを鍛え、育んでいく場は、ここなのです。まさに
「今、ここ」です。
――進路については、早くから陸上を続けると
決めていたのですか？
き な め
２年生の夏にインターハイに出場し、
１０月１１日（火）、木滑良さん（平成２０年度
卒）が来校されました。木滑さんは、三菱日立 そのときに陸上でやっていこうと決めた。
パワーシステムズマラソン部に所属。今年８月 インターハイに出場できたおかげで、大
２８日におこなわれた第３０回記念北海道マラ 学進学や実業団などいろいろな可能性が
ソン２０１６で初優勝をかざりました 。これによ
り、世界選手権出場も視野にはいってきた 木 広がった。
滑さんに、瓊浦高校で過ごした学生生活につ
いてお聞きしました。
―― 高校時代に学んだ ことで、社会人になっ
てから一番役立っていることはなんですか？
――高校時代の練習は厳しかったですか？
あいさつをきちんとする、整理整頓、
選手がそんなにいない時代で、のびの
びとやらせてもらった。（山川先生によ 自己管理といった基本的なこと。基本を
れば、木滑選手は練習をひっぱる立場で、しっかりとしていれば社会に出たときに
余裕があったと思うとのこと）他校はポ 恥ずかしくない。人としてきちんとして
イント練習（厳しい練習）をがっつりやっ いることが、競技にもつながっていく。
ていたが、自分にとっては試合が最大の 競技者としての姿勢を学んだのが、高校
練習だった。今思えばそういう部分がよ 時代だったと思う。
かった。卒業後ののびしろにつながった
――後輩達へエールをお願いします。
と思う。
高校時代に学べることはたくさんある。
――勉強と部活動の両立はどのようにしてい できるだけ多くのものを教わり、それら
を吸収して、人として大きくなってもら
ましたか？
部活動８割、勉強２割という感じだっ いたい。

た。陸上をやっていなかったら今何をし
ていたか、想像がつかない。

現在１１月のニューイヤー駅伝九州地区予
選に向けて練習中だ そうです。お正月にはテ
レビで先輩の活躍が見られるといいですね。

平成２８年度瓊浦祭が、１１月２日（水）・３日（木）の２日間にわたって開催さ
れます。今年度のテーマは『 ＮＥＸＴ 〜新たなる一歩〜』。現在各クラスでは、限
られた時間のなか協力し、それぞれの出し物に取り組んでいます。１年生は合唱、２
年生は展示、３年生は模擬店です。そのほか、文化部の日頃の活動成果を披露する展
示や生徒有志によるステージでの出し物などもあります。ぜひご来校いただき、見て
味わって楽しんでいただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○１年生
情１B
普１C
機１B
龍１Ａ

普１Ｂ
機１Ｃ
情１A
機１Ｄ

○３年生
龍３Ａ

合唱 （出演順）

○２年生

手紙 〜拝啓１５の君〜
切手のないおくりもの
愛唄

展示

龍普２Ａ

こんなことできちゃいました!!

龍普２Ｂ

仲間
瓊浦祭だヨ！全員集合!!

普２Ｃ

You're Gonna Miss Me
When I'm Gone

普２Ｄ

休憩

情２Ａ

Ｎｅｘｔ ☆ Ｓｔｅｐ
Ｔシャツアート

愛の歌
宙船
友
たしかなこと

龍機２Ａ

ＮＥＸＴ ＴＯＫＹＯ ２０２０

機２Ｂ

ネクストボブ

機２Ｃ

仲間との絆
〜未来への第一歩〜

機２Ｄ

つまようじアート

模擬店

たべざかりのきみたちへ（カレーライス・あげアイス）

龍普３Ｂ くまや（肉巻きおにぎり・ラーメン）
普３Ｃ
普３Ｄ
情３Ａ
機３Ｂ

スティックむつかど（フランクフルト・チュロス）
フーディーコート
（焼き鳥・ポップコーン・チョコバナナ・フルーツポンチ）

★クラスの出し物は、
すべて一般開放日
の３日におこなわ
れます。

フラワーカフェ（サンドウィッチ・パンケーキ・タピオカミルク） ・合唱9:05〜10:05
アラゲッティ潤屋
（スパゲッティ・シチュー・フルーツポンチ）

機３Ｃ

焼きそばガンダム大もりたか（焼きそば）

機３Ｄ

おでの名は（お好み焼き・おでん）

・展示8:30〜14:00
・模擬店
11:30〜13:40

【 平成２８年度第２回実用英語検定 一次試験結果 】
１０月７日（金）、本校において英検の一次試験が実施され、２級・準２級・３級あわせ
て３３名が受験しました。試験は筆記とリスニングでおこなわれ、みごと１３名が一次を突
破しました。一次免除の９名を含め、２２名が１１月６日におこなわれる二次試験の面接に
いどみます。放課後遅くまで教室に残り英検対策に取り組むなど、それぞれが努力を重ねて
きました。面接においても実力を発揮し、合格を勝ちとることを期待しています。

○ 剣道部
平成２８年度長崎地区高等学校新人体育大会
○ 美術部
男子団体
第３位
平成２８年度長崎県高等学校総合文化祭【美術部門】
女子団体
第３位
松尾 晴美（龍普３Ａ）
絵画「生命」
優良賞
○ 柔道部
馬場 彩香（龍普３Ｂ）
平成２８年度長崎地区高等学校新人体育大会
絵画「待ちぼうけ」
優秀賞
男子団体
第２位
奥村 美羽（普２Ｃ）
66㎏級
丸尾 比優馬（普２Ｄ） 第１位
デザイン「脳内行進曲」
優秀賞
100kg級
菅 健裕（機２Ｃ）
第１位
田口 匠（龍機２Ａ）
平田 一真（普２Ｄ）
第２位
工芸「紅葉の訪れ」
入選
女子団体
第３位
三尾 楓（機１Ｂ）
57㎏級
平古場 夏海（普２Ｃ） 第３位
工芸「烈」
入選
70㎏級
平田 莞菜（情１Ｂ）
第３位
○ バレー部
平成２８年度長崎地区高等学校新人体育大会
第３位
○ バドミントン部
平成２８年度長崎地区高等学校新人体育大会
女子団体
第３位

平田 純菜（情１Ｂ）

○ 陸上部
第４５回長崎市陸上競技選手権大会
三段跳
城尾朋季（普２Ｄ）
第２位
4×400ｍリレー
第３位
城尾朋季・宮下拳舞（普２Ｄ）
釘尾 匠（龍機２Ａ）・烏山稜晟（情１Ｂ）

【 第９回長崎県高校生溶接技術
競技会結果報告 】
去る９月２５日、長崎県立長崎高等技術専門
学校にておこなわれた競技会において、本校の
生徒たちは日々の実習で培った技術を十分に生
かし、優秀な成績をおさめました。この結果を
励みに、これからも技術の研鑽につとめてほし
いと思います。

優秀高等学校賞

第２位

被覆アーク溶接の部
個人 準優勝 平下 颯 （機２Ｂ）
敢闘賞 松田 京子（龍普３Ａ）
炭酸ガス半自動溶接の部
個人 優勝
村里 優香（龍機３Ａ）

第３位

１日(火)
２日(水)
３日(木)
４日(金)
５日(土)
６日(日)
７日(月)
１１日(金)
１３日(日)
１７日(木)
１８日(金)
２１日(月)

私学振興大会
瓊浦祭（１日目）
瓊浦祭（２日目）
振替休日（瓊浦祭）
対外模試（３年）（〜６日）
第２回英検（２次）
マナーアップ週間（〜１１日）
地域開放講座
珠算・電卓実務検定
期末考査時間割発表
計算技術検定（機）
地区ＰＴＡ（本校）

自動車学校入校説明会（３年）
２３日(水) 勤労感謝の日
危険物取扱者試験（機）
２５日(金) 地域開放講座
２７日(日) 全商ビジネス文書実務検定
２９日(火) 期末考査（〜１２月２日）

