
「大量情報化時代を生きる」

教頭 小林 勝

今年の春先から同僚の先生に誘われて釣りを始めました。海の近くで育ったこともあり、

子どもの頃は竹竿片手に磯や堤防に出かけたものでしたが、本格的？な釣りは初めてのこ

とです。これまでの教員生活の中で、壱岐、五島３校１２年にもおよぶ離島勤務を経験し

ているのですが、釣りには縁がありませんでした。今にして思えば、実にもったいない話

です。

秋の釣りシーズンが到来し、長崎港や橘湾沿いの堤防や岸壁に出かけるのが、最近の週

末の楽しみの一つになっていますが、残念ながら釣果はまだほとんどありません。「釣れ

ないのに、やっぱり”釣りに行く“というのかしら？」とは家内の言葉ですが、自分でも

保冷剤を入れたクーラーボックスを担いでいくのは、なんとも気恥ずかしいものです。た

だ、早起きをして見る夜明け前の星空の美しさや東の空をオレンジ色に染めて登る朝日の

神々しさはなんとも言えず、実に魅力的なものです。自己満足的ではありますが、まさに

「早起きは三文の徳」を実感する瞬間です。

釣りを始めるに当たり、道具をそろえるために立ち寄った釣具専門店でまず驚いたのが、

並べてある商品の種類や品数の多さです。値段もピンからキリまで実に様々です。とても、

初心者が予備知識もなく自分で選ぶことができるような所ではありません。店員さんに何

を聞けばよいのかもよくわからず、自宅でインターネットを開いてみたのですが、これま

た情報量の多さにさらに惑わされてしまいました。人は目の前の選択肢が一定量を超える

と、正しい選択ができなくなるそうです。正しい選択のためにはその根拠となる知識や経

験と、選択作業のために多くの時間が必要となるからでしょう。

手に入れたい情報が、居ながらにして即座に得られるというなんとも便利な世の中にな
りましたが、反面SNSの普及に伴う悲惨な事件も多く発生しています。また中高生の問題
事案のほとんどが、スマホを介しての発生と言っても言い過ぎではありません。わからな
いことは「人に聞く」より「ネットで調べる」時代へと変化し、SNSを通じて知り合った
見ず知らずの人と深く繋がっているような錯覚に陥ったりする時代です。その結果、日常
生活における人との繋がりは希薄になっていく一方です。またその希薄さ故に、さらにネッ
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トへの依存度は増していくのでしょう。

人類の歴史を振り返るまでもなく、便利な発明とその弊害とは常に表裏一体で、便利さ

と弊害の大きさは一致します。今の時代において、スマホという便利な道具を使いこなす

事も大事ですが、危険性と隣り合わせにあるという自覚と、必要な情報を正しく入手する

方法を身につけておくことが必要不可欠です。そのために最も大切なものは、やはり「コ

ミュニケーション力」です。人との繋がりを深めるための力です。情報の波に呑み込まれ

ないために、また急激な世の流れから取り残されないために、相互信頼に基づいた人間関

係や幅広い意見交換の場を構築していくことが、現代社会を生きていくために最も大切な

ことと言えるでしょう。生徒諸君にとって、家庭や学校はそのような場でなくてはなりま

せん。我々大人もそのことを、常に自覚しておきたいものです。

１日（金） 期末考査（～５日）

２日（土） GTEC for STUDENTS

４日（月） 人権教育週間（～８日）

６日（水） 人権教育

溶接デモンストレーション

（機械科２年）

７日（木） 日韓高校生バドミントン交流競技会

（～９日）

８日（金） パソコン検定（機械科）

１１日（月） マナーアップ週間（～１５日）

１２日（火） 進路ガイダンス（１年）

インターンシップ

（情報ビジネス科２年 ～1５日）

１３日（水） 工場見学（機械科２年）

１９日（火） 大学見学会（龍普１A・龍普２A）

２０日（水） 到達度テスト（１・２年）

２１日（木） 終業式

主 な 行 事 12月

１１月１３日（月）、今夏短期留学を経
験した真辺麟太朗君・中尾未来さん（とも
に龍普２Ａ）・松岡賢次郎君（龍機２Ａ）
の３名が，全校生徒を前にパワーポイント
を用いて発表をしました。
真辺君は約１０日間シンガポールへ、中

尾さんは１ヶ月間シンガポール・マレーシ
アへ語学研修、そして松岡君は１週間ドイ
ツ・オランダへ造船工場の見学へ行ってま
いりました。
３人は、様々な人や企業、施設との出会

いを通して多くのことを感じたようです。

特に３人ともに、「英語

を学ぶ重要性」を痛感し

たようで、これまで以上

に英語の授業に一生懸命

取り組んでおります。

短期留学報告会

１１月２３日（祝）に県議会議場において今年度の県民表彰式が行われ、

本校の栗山理事長と陸上部の林田君（情１Ａ）が表彰されました。皆様

とともにこの栄誉を喜び、お祝いしたいと思います。
県民表彰

教育文化功労賞 栗山幸生理事長

〈功績〉多年にわたり私立学校長等とし

て、教育行政の推進に尽力するとと

もに、教育文化の振興に貢献。

特別賞 林田洋翔（情１Ａ）

〈功績〉第７２回国民体育大会陸上

競技少年男子Ｂ３０００ｍにおい

て優勝の栄誉を勝ちとり、本県ス

ポーツ水準の向上に貢献。

瓊



● 卓球部
平成２９年度長崎県高等学校新人体育大会
男子団体 優 勝
男子シングルス 呂 昕彦（普２Ｃ） 第３位

北原 龍信（普２Ｂ） 第３位
男子ダブルス 浅野 俊（普１Ｃ）・中原 湧斗（機１Ｂ） 優 勝

竹岡 隼人（機２Ｄ）・山下 大輝（機２Ｄ） 第２位
呂 昕彦・北原 龍信 第３位

女子団体 第３位
女子シングルス 黄 佳怡（普２Ｃ） 優 勝

● バドミントン部
平成２９年度長崎県高等学校新人体育大会
男子団体 優 勝
男子シングルス 滝口 友士（龍普２Ａ） 優 勝

町 祥英（普１Ｂ） 第２位
中島 巧（龍普１Ａ） 第３位
杉本 一樹（普１Ｃ） 第３位

男子ダブルス 滝口 友士・山田 麟（普２Ｃ） 優 勝
杉本 一樹・中島 巧 第２位
奥村 魁夢（機２Ｂ）・酒井 瑛矢（龍機２Ａ） 第３位
高月 颯人（龍機１Ａ）・町 祥英 第３位

女子団体 第３位

● 柔道部
平成２９年度長崎県高等学校新人体育大会
４８㎏級 金子 ななみ（普１Ｃ） 第３位
７０㎏級 平田 純菜（情２Ａ） 第３位

平田 莞菜（情２Ａ） 第３位

● 空手道部
平成２９年度全九州高等学校新人大会
男子団体形 北ブロック 第３位
男子個人組手 中島達哉（普２Ｂ） 北ブロック 第３位

（ともに全国選抜大会出場）

● 陸上部
第６９回長崎県高等学校総合体育大会 駅伝競争大会
男子 第３位

● ハンドボール部
平成２９年度長崎県高等学校新人体育大会
男子 優 勝
女子 第３位

● 将棋同好会
平成２９年度長崎県総合文化連盟将棋新人大会
女子個人 松田 ゆりあ（機２Ｂ） 優 勝

山田 彩海（普１Ａ） 準優勝
松尾 陽子（普２Ａ） 第３位

◎平成２９年度長崎県高等学校総合文化祭
● 演劇部 演劇部門県南地区大会 優秀賞

演劇部門長崎県大会 優秀賞

● エイサー同好会 郷土芸能部門 銀 賞
（審査員特別賞）

● 和太鼓サークル 郷土芸能部門 銀 賞

瓊浦祭
平成２９年度瓊浦祭が、１１月３日・４

日に開催されました。今年は祝日と重なり、

多くの方々にご来場いただきました。１日

目は１年生の合唱コンクール。衣装や振り

付けに各クラスの個性が見られ、盛り上が

りました。また、総体２階には２年生のク

ラス作品が展示され、人目を引くもの、参

加型のものなどさまざまでした。２日目の

昼休みには３年生の模擬店が出店。どのク

ラスもお客さんが行列を作り、あっという

間に売り切れたところもあったようです。

その他にも、歌やダンス、お笑いから剣舞

まで瓊浦生の多彩な才能が発揮された２日

間でした。当日ご観覧いただきました保護

者の皆さま、まことにありがとうございま

した。

〈１年生合唱コンクール〉

第一位 普通科Ｂ組

第二位 情報ビジネス科Ａ組

〈２年生展示部門〉

第一位 龍馬コース普通科A組

普通科B組

第二位 機械科B組

〈 歌自慢 〉
優勝
秋吉 麗良（情２B）


