
「誠実に（２）」

指導監 荒木 典子

平成３０年もあと一か月を残すのみとなりました。この２学期は、雨に泣かされながら

も大成功だった運動会や盛りあがった瓊浦祭など、印象に残る行事が多くありました。ま

た、３年生は就職・進学の試験で奮闘し、なお継続している生徒もいます。しかしながら、

自分の甘えから自分の行動を律することができない生徒がいたことは残念です。

次の文は、ある生徒の反省文に対し、阿部先生が書かれたコメントです。生徒も教員も

もう一度自分自身を振り返る材料にしたいと思い、皆さんに紹介します。

・・・ 「北の国から」というテレビドラマのシナリオを書いた倉本聰さんという人の言

葉に以前から注目していました。サッカー日本代表監督を務めた岡田武史さんとも交流が

あり、勝負や人間性向上のヒントになるようなエピソードをいくつか聞いたことがありま

す。この倉本さんは北海道で俳優、脚本家、シナリオライターになりたいという夢を持つ

若者のために「富良野塾」という学校を開きました。必要なことを無料で教えるかわりに、

教室も自分たちで作らせ、生活費も自分たちで仕事を見つけ稼がせたそうです。北海道で

すから、農家の手伝いはたくさんあります。塾生たちは忙しい時期になると、皆それぞれ、

農家にアルバイトに行きます。決して高いお金ではありませんが、生活費を自分で稼ぎ、

必要な稽古に励むというわけです。

しかし、約２週間も過ぎると農家の人たちから「あの子はもう手伝いによこさないでく
れ」とか「あの子には、ぜひ、また来て手伝ってほしい」と、評価が二つに分かれるとい
うことに気づきます。しかも、その農家の人たちの評価と倉本さんが「この子は俳優に向
かない」「この人はライターは無理だな、そろそろ田舎に帰って就職するように言おうか」
と考えている人たちとほぼ一致するということでした。不思議なことに倉本さんが無理だ
と思う生徒と農家の人がダメだと言う人が同じなのです。要するに地道な努力ができない
人は、誰にでも分かるものだということです。そのような人は、どのような分野において
も、根を張り、成果をあげることはできないのです。・・・

日常生活の中には、自分を磨き高めるヒントやチャンスが多くありますが、皆さんは、
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それに気づき、それを意識して生活していますか？地道に努力することでしか、本当に感
謝する気持ちや周囲への思いやり、責任感などに気づくことはできません。気づくことが、
皆さんを成長に導き、自分を幸せにし、また、周りの人を幸せにしてくれます。弱い自分
を１センチ、１ミリでも成長させるために、誠実に、地道に生活していきたいものです。
そのような瓊浦高校でありたいと心から思います。

１１月１７日(土)、長崎ブリックホールでおこ
なわれた長崎県高等学校総合文化祭第１６回郷土
芸能発表大会に、本校のエイサー同好会・和太鼓
サークルが出演し、エイサーは郷土芸能部門で銀
賞、和太鼓は和太鼓部門で金賞を受賞しました。
現在部員は３０名。和太鼓は創部６年目になり

ます。銀賞が続き、金賞をとるために大会向きの
曲に変更しようと悩んだこともありましたが、自
分たちのスタイルを曲げることなく６年間貫いて
きました。昨年までは毎年新たな曲を作っていま
したが、「昨年は金賞でもおかしくなかった」
「卒業した先輩たちに、自分たちがやってきたス
タイルが間違いでないと証明しよう」と、今年は
昨年の曲をアレンジして大会に臨みました。同級
生が次々と部活動を引退していく中、最後の最後
まで練習に励んだ３年生はよく頑張ってくれたと
思います。１・２年生は和太鼓を叩ける環境があ
るということと、自分達のスタイルで金賞が取れ
ることを証明して
くれた先輩たちへ
の感謝の気持ちを
忘れず、「協調・
情熱」の合言葉を
胸に、今後も頑張っ
てほしいと思いま
す。これからも応
援よろしくお願い
いたします。
(顧問：大野大輝)。

和太鼓サークル 念願の金賞獲得！！

瓊



瓊浦祭
平成３０年度瓊浦祭が、１１月２日・３日の２日

間にわたって開催されました。１日目は１年生の合

唱コンクール。チェロの演奏や独唱、美しいハーモ

ニー、元気の良い振り付けなど、クラスごと観客を

楽しませる工夫がなされていました。また、総体２

階に展示された２年生による作品も見ごたえのある

作品が揃い、多くの方に見ていただきました。皆様

の評価は展示部門の順位に反映されています。３年

生による模擬店は多彩なラインナップで、今年も大

盛況でした。その他にも、吹奏楽・和太鼓・エイサー・

歌・ダンス・剣舞といったステージ発表もあり、生

徒たちの生き生きとした姿や努力の成果を十分に堪

能いただけたのではないでしょうか。今年もたくさ

んの保護者の皆様にご観覧いただきました。長時間

にわたり、ありがとうございました。

〈１年生合唱コンクール〉

優勝 龍馬コース普通科A組

第２位 情報ビジネス科Ａ組

〈２年生展示部門〉

金賞 普通科B組

銀賞 機械科B組

〈３年生ハタ〉
金賞 情報ビジネス科Ａ組

〈幟〉

金賞 普通科２年B組

銀賞 機械科３年B組

〈歌自慢〉
金賞 峰 朝菜（普１C）

● バレーボール部

平成３０年度長崎県私立高等学校バレーボール選手権

大会

男子 優 勝

◎平成３０年度長崎県高等学校新人体育大会
● 卓球部

長崎地区予選会

男子学校対抗 優 勝

シングルス

中原 湧斗（機２Ｂ） 優 勝

浅野 俊（普２Ｄ） 準優勝

谷藤 仁奎（龍普１Ａ） 第３位

山根 敏和（龍普１Ａ） 第３位

ダブルス

中原 湧斗・浅野 俊 優 勝

牧山 航太（普２Ｂ）・田淵 勇伍（龍機２Ａ）

準優勝

山根 敏和・貞方 雄輝（普２Ｄ） 第３位

西嶋 茂哲（龍普１Ａ）・谷藤 仁奎 第３位

女子学校対抗 準優勝

県大会

男子学校対抗 優 勝

シングルス

浅野 俊 準優勝

中原 湧斗 第３位

ダブルス

中原 湧斗・浅野 俊 優 勝

牧山 航太・田淵 勇伍 準優勝

女子学校対抗 第３位

ダブルス

中村 羽衣（普２Ｂ）・田中 彩香（普１Ｂ）

優 勝

● 柔道部

女子個人-48kg級 栗山 瑛（龍普１Ａ） 第３位

-57kg級 浦 琴美（普１Ｂ） 第３位

● バドミントン

男子団体 優 勝

シングルス

永渕 雄大（普１Ｂ） 優 勝

町 祥英（普２Ｂ） 準優勝

中島 巧（普２Ｂ） 第３位

立石 夢希（普２Ｂ） 第３位

ダブルス

町田 脩太（普１Ｂ）・永渕 雄大 優 勝

杉本 一樹（普２Ｂ）・中島 巧 準優勝

山下 晃誠（普２Ｂ）・髙月 颯人（龍機２Ａ）

第３位

町 祥英・立石 夢希 第３位

● ハンドボール部

男子の部 優 勝

女子の部 第３位

● ボクシング

平成３０年度長崎県高等学校新人体育大会

団体 準優勝

ミドル級 脇濱 智輝（機２Ｃ） 優 勝

第６９回長崎県民体育大会

少年男子フライ級 栗崎 倫太朗（機２Ｂ）

優 勝

● 陸上競技部

第７０回長崎県高等学校総合体育大会

７０周年記念大会 駅伝競走大会

男子の部 第３位

林田 洋翔（情２Ａ） 第３区区間賞

（区間新）

● 空手道部

第３８回全九州高等学校空手道新人大会 北ブロック

男子団体組手 第３位

男子個人組手

-61ｋｇ級 草場 一慧（機２Ｂ） 優 勝

-68ｋｇ級 村野 和生（普２Ｄ） 第３位

第３８回全九州高等学校空手道新人大会

男子個人組手

-61ｋｇ級 草場 一慧 準優勝

◎ 平成３０年度長崎県高等学校総合文化祭
和太鼓部門 和太鼓 金 賞

郷土芸能部門 エイサー 銀 賞

演劇部門長崎県大会 優秀賞

吟詠剣詩舞部門 木下 知己（機２Ｂ） 認定証

(全国大会出場)

〈各部門の結果〉


