
「 向かい風のなかで 」

教頭 中村 淳

５月に入り次第に汗ばむ季節となりました。総合体育館近くに立っている柏の葉の色も

一段と濃くなってきました。柏は昔から神聖な木といわれています。柏の葉は秋になり枯

れてもすぐには落葉しません。春になり芽吹くのを待ってから落ちるのです。このことか

ら家系が途絶えることなく栄える「子孫繁栄」の縁起物として江戸時代から「柏餅」が食

べられるようになりました。 柏の葉は本校の校章にもデザインされています。

学校周辺には江戸時代からの史跡や遺構が数多く残っていますが、皆さんは幕末から明

治にかけて活躍した「上野彦馬（うえのひこま）」という人物をご存じでしょうか。「写

真の開祖」とも呼ばれている銀屋町出身の写真家です。あの坂本龍馬の肖像も彼のスタジ

オで撮影されました。１８６２年に開業した「上野撮影局」は新大工電停近く中島川の横

にあり、現在記念オブジェが建っています。このスタジオで、坂本龍馬、高杉晋作、桂小

五郎、伊藤博文といった幕末のヒーロー達が、撮影されたのです。当時、日本人には写真

はまだなじみが無く、「魂を取られる」という迷信が残っており、来店する人は少なかっ

たそうです。しかし、技術の高さが評判を呼び、徐々に外国人や通訳、商人が訪れるよう

になり、しばらくすると公務員の１００倍ほどの収入を得ていたようです。

今ならお金さえ出せば何でも手に入りますが、

当時は自分の手で入手困難なカメラを作り、独学

で感光材の研究に挑戦したことには驚かされるば

かりです。しかし、この感光剤のアンモニアを得

るためには「生肉が付着している一頭分の牛骨を

土中に埋め、腐りはじめた頃に掘り返す」という

作業が必要で、あまりにもひどい匂いと不審な行

動だったため「気が狂った」と噂され、長崎奉行

所へ訴えられたこともあったようです。
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今年度の高総体には、男子１３競技種目１８８名、
女子９競技種目７８名 計２６６名が出場します。
男子選手は、全ての出場競技において上位入賞が有

力視されています。特に、バドミントン部は春の全国選抜大会で準優勝しており、４
年連続は確実視されています。また、ハンドボール部は３年連続優勝を目指し、水泳
部も昨年度に引き続き連覇を狙っています。
男子個人の部においてもバドミントン部は上位独占が見込まれ、陸上部は国民体育

大会3000M優勝の林田洋翔君が1500Mで大会新記録を目指します。卓球部は高総体の前
哨戦の春の県大会でライバル校を倒した勢いにのり、昨年の雪辱に燃えています。バ
スケット部はコンゴ出身のアーノルド君の加入でチーム全体がレベルアップしており、
優勝をねらえる圏内にまで成長しています。
一方、女子選手は団体競技で９種目に出場します。個人競技では陸上、卓球、水泳、
柔道、剣道、空手道、バドミントン競技に出場します。特に期待されるのが昨年度準
優勝のハンドボール部、第３位の卓球部です。また春の県大会で強豪の伝統校を倒し
て準優勝を果たした剣道部、県大会で第３位に入賞したバドミントン部の活躍も大い
に期待されます。
現在、瓊浦一丸となって昨年以上の成績を目指して、毎日の練習に取り組んでいま

す。保護者の皆様には、ぜひ会場へお越しいただき、熱いご声援をよろしくお願いい
たします。

県高総体の展望

1日 (金 ) 県高総体総合開会式

（佐世保）
2日(土 ) 県高総体（～4日）
6日(水 ) 振替休日(高総体)
7日(木 ) 月曜日の授業
8日(金 ) 機械製図検定(一次)

9日 (土 ) 対外模試（3年）（～10日）
10日(日 ) 日商簿記検定
11日(月 ) 第 2回実力考査（3年）

マナーアップ週間（～15日）
13日(水 ) 歯科検診

三者面談（3年）（～14日）
15日(金 ) 計算技術検定(機械科)

《 主 な 行 事 》6月 16日 (土 ) 県高校生ものづくりコンテスト

GTEC for STUDENTS（英）
17日(日 ) 全商珠算・電卓実務検定

危険物取扱者試験
18日(月 ) 創立記念集会
19日(火 ) 進路ガイダンス（3年）

期末考査時間割発表
21日(木 ) ＡＥＤ学習（1年）
22日(金 ) 情報技術検定(機械科)
24日 (土 ) 全商簿記実務検定
25日(月 ) 創立記念日

期末考査（～29日）
27日(水 ) 振替休日（創立記念日）
29日(金 ) 性教育講話

機械製図検定(二次)

いつの時代も新しいことにチャレンジすることには多くの「リスク」が伴います。周
囲の人から変な目で見られるとやめたくなるものです。しかし私たちは独学で実現不可
能を可能にした上野彦馬から、どんなに難しい課題でも挑戦しようとする「熱意」を学
ぶことができるのではないでしょうか。幕末のリアルな空気感は、彼の熱意の結晶であ
る写真技術のおかげで、感じることができるのです。
彼の功績が学校生活におけるあらゆる「不安」や「疑問」、様々の「逆風」の中で

「夢」を持ち、何かに挑戦する生徒たちのお手本となることを祈念しています。

「凧が一番高く上がるのは、風に向かっている時である。風に流されている時ではない。」
（ウィンストン・チャーチル）
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【部活動成績】 ● 陸上

２０１８年度 長崎県陸上競技選手権大会

1500ｍ 林田 洋翔（情２Ａ） 優 勝

第４７回駒場リレーカーニバル

女子一般砲丸投げ 西村 真由子（龍普２Ａ） 第３位

● 水泳

平成３０年度 長崎県高等学校春季水泳競技大会

男子総合 第３位

100ｍバタフライ 佐藤 郁弥（機３Ｃ） 第３位

200ｍバタフライ 原田 聖太（機１Ａ） 第３位

50ｍ平泳ぎ 中村 絢香（情２Ａ） 第２位

100ｍ平泳ぎ 中村 絢香 第３位

50ｍ自由形 上川内 空大（機３Ｃ） 第２位

宮野 幸輝（機３Ｂ） 第３位

100ｍ自由形 田中 修人（情２Ａ） 第１位

800ｍ自由形 原口 くる実（情２Ｂ） 第２位

200ｍ個人メドレー 田中 修人 第３位

400ｍフリーリレー 第２位

佐藤 郁弥・宮野 幸輝

田中 修人・宮野 惠人（機１Ｃ）

● 将棋同好会

平成３０年度 長崎県高等学校将棋選手権大会

女子団体 準優勝

女子個人 松田 ゆりあ（機３Ｂ） 優 勝

※全国総文祭出場

山田 彩海（龍普２Ａ） 準優勝

※全国総文祭出場

松尾 陽子（龍普３Ａ） 第３位

５月１５日（火）、中間考査最終日の４
時間目に薬物乱用防止講話が実施されまし

た。講師として来ていただいたのは長崎県警生活安全部少年課サポートセン
ターの山崎奈未先生と本田智子先生。大麻や覚せい剤などのよく知られた麻
薬の他に、最近よく耳にする危険ドラッグについて説明がありました。それ
ら危険な「薬物から身を守る３つ方法」は、①「断る勇気を持つ」②「一人
で悩まず相談をする」③「ルールを守って生
活する」です。昨年３月には長崎の高校生が
大麻で検挙されています。繁華街で取引がお
こなわれているという話もあり、瓊浦生にとっ
ても決して無関係なこととは言えません。普
段の生活を大切にし、いざというときは正し
い知識をもとに自分で自分の身を守れるよう
になってほしいと思います。

【薬物乱用防止講話】

● バドミントン

第４６回 全国高等学校選抜バドミントン大会

男子団体 準優勝

男子シングルス 町 祥英（普２Ｂ） 第５位

平成３０年度 長崎県高等学校バドミントン春季選手権大会

男子シングルス 滝口 友士（龍普３Ａ） 優 勝

中島 巧（普２Ｂ） 準優勝

杉本 一樹（普２Ｂ） 第３位

町 祥英（普２Ｂ） 第３位

男子ダブルス

中島 巧・杉本 一樹 優 勝

滝口 友士・山田 麟（普３Ｃ） 準優勝

奥村 魁夢（機３Ｂ）・酒井 瑛矢（機３Ａ） 第３位

立石 夢希（普２Ｂ）・山下 晃誠（普２Ｂ） 第３位

● 剣道

平成３０年度 長崎県高等学校剣道選手権大会

女子団体 準優勝

● ハンドボール

平成３０年度 長崎県高等学校ハンドボール春季選手権大会

男子 準優勝

● 卓球

平成３０年度 長崎地区高校卓球大会（オープン大会）

男子団体 Ａチーム 優 勝

Ｃチーム 準優勝

男子ダブルス

北原 龍信（普３Ｂ）・呂 昕彦（普３Ｃ） 優 勝

中原 湧斗（機２Ｂ）・田中 流星（情３Ｂ） 準優勝

女子団体 優 勝

この度、長崎県の事業である「平成３０年度高校生の釜山韓国語研修」に
小原一愛さん（龍普３Ａ）が、「平成３０年度高校生のシンガポール英語研
修」に村川航海君（龍普３Ａ）が多数の応募者の中から選出され、参加が決
定しました。この研修はそれぞれ、「参加生徒の韓国語の語学能力の向上に
資するとともに、将来の長崎と韓国との友好交流を担う人材を育成」、「語
学研修やキャリア研修等を通じて高い語学力
と広い視野を身につけたグローバル人材の育
成」を目的としており、約２週間に渡りホー
ムステイや現地企業訪問、語学研修を行いま
す。
シンガポール研修は昨年度の真辺くん（当
時龍普２Ａ）に続き２年連続での参加、釜山
研修は本校初の参加となります。受験勉強と
平行して最高の夏を過ごしてもらいたいもの
です。

2017-2018 English Study Tour in England
３月下旬から４月初旬にかけて、村川航海君（普３Ａ）が個人でイギリス短

期留学を経験しました。村川君は、「何もかもが初めての体験で、毎日がドキ
ドキワクワクでした。イギリスの学校現場や文化に触れることができ、現時点
での自分自身の視野の狭さを痛感させられた２週間でした。高校卒業後の進路
や就職を考える上で、大変大きな経験となりました。参加させてくれた両親に
は大変感謝しています。」と笑顔で語ってくれました。なお、相手先の学校の
Webサイトに、短期留学中の様子が紹介されておりますので、ご覧下さい。

http://www.wavellschool.org.uk/News/Japanese-Exchange-Student-Visi
t/

海外研修に参加決定 ～韓国とシンガポール～

部活動の試合結果は、瓊浦高校ホームページ内のブ

ログで随時お知らせしております。特に高総体期間中

は、情報が入り次第更新しますので、応援のご参考な

どにどうぞご覧下さい。

http://keiho.blog58.fc2.com/


