
「 雨の匂い 」

主幹 佐藤 一司

今年の高総体の生徒の皆さんの活躍は、昨

年よりさらに素晴らしい結果と思い出を私た

ちにもたらしてくれました。特に今年は、プ

レーをする選手達はもちろんのこと、ハンド

ボールやバスケットボールの決勝戦で見られ

たように、一所懸命に応援する生徒の姿がとても印象に残る大会に

なりました。あの応援は間違いなく、選手達が終了のホイッスルが

鳴るまで集中力を切らさず、個々のベストを出すことができた大き

な要因の一つであったと確信しています。試合に臨む生徒達のこの

ような姿は、本気で取り組む時の瓊浦生の底力とその可能性の高さ

を十分に感じさせるものでした。これから迎える進路の決定や様々な行事においても、さ

らなる底力を発揮してくれるものと期待しています。

さて、６月も終わりに近づき、やっと梅雨らしい気配が感じられるようになりました。
皆さんがもつ６月のイメージにはどういうものがあるでしょうか。もちろん、人によって
様々なイメージがあると思いますが、その中でも多くの人が共通して頭に浮かぶイメージ
は、何といっても「雨」ではないかと思います。ところで皆さんは雨の匂いを感じたこと
がありますか。実は雨の匂いには降り出したときに感じる匂いと、雨上がりに感じる匂い
の二種類があります。ちなみに雨が降り出した時に感
じる匂いはペトリコール（ギリシャ語で石のエッセン
スという意味）という名前があり、埴物由来の油分が
石や土の表面に付着したものが雨に打たれ、空気中に
放出されることで発生するものだそうです。一方、雨
上がりに感じる匂いはゲオスミン（ギリシャ語で大地
の匂いという意味）という物質によるもので、これは
土中の微生物が発生し、カビの匂いの成分と同じもの
です。これを良い匂いと感じるかどうかは個人差があ
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６月２４日（月）の朝、創立記念集
会が行われました。本校は今年で９４
周年を迎えます。集会では理事長の栗

山幸生先生より、女の都グラウンドの思い出を中心として、
瓊浦高校の沿革についての講話がありました。生徒は聞き入っ
て、これまでの瓊浦の歩みに思いを馳せている様子でした。
瓊浦の歴史は、職員と生徒、そして保護者の方々全員の協
力でここまで紡がれてきました。これからも100周年に向かって、さらにその先に向かっ
て歩みを止めることはありません。保護者の皆様には、なおいっそうのご理解とご協力
をお願い申し上げます。

創立記念集会

瓊
浦

の
窓

1日(月) 求人開始
2日(火) 性教育講話

3日(水) 三者面談（3年）(～12日)

4日(木) 壮行会

5日(金) 機械製図検定（二次）

6日(土) 第１回学校見学会

対外模試（3年）（～7日）

対外実力考査（1・2年）

9日(火) 生徒総会

10日(水) 進学保護者説明会（３年）

English Day（日吉自然の家）
12日(金) パソコン利用技術検定（機械科）

追試諸注意
13日(土) チャレンジ２１（～15日）
17日(水) メディア安全教育
18日(水) 野球全校応援

※雨天時競技大会
19日(木) 競技大会・終業式

※18日雨天時は午前中に終業式
22日(月) 三者面談

(～31日 クラスにより変更あり)

夏季補習（～8月2日）

追試（～23日）

24日(水) 第２回学校見学会（～26日）

《主 な 行 事》７月

６月１４日（金）に、直木賞作家の村山由佳
さんが本校を訪れ、講演をしてくださいまし
た。題目は「別れが教えてくれること」。ご
自身が体験した、大切な家族や知人との別れ
から何を学んだかを、聞き手を引き込むよう
な語り口でお話しくださいました。
「今、隣に当たり前のように座っている人

が、明日もそこにいるとは限らない。」とい
う言葉が、特に多くの生徒の心に残ったよう
です。今までの出会いは必然ではありません。
自分の日常に改めて感謝したいですね。
なお、この講演を記念して、集英社様より

書籍を百冊寄贈していただきました。村山さ
んの著書に
興味を持っ
た生徒も多
く、これか
らの読書活
動に実りが
生まれれば
幸いです。

高校生のための文化講演会

るとは思いますが、どちらもどことなく懐かしく、小さかったこどもの頃を思い

出させてくれるような匂いです。これから雨が多くなる季節です。うっとうしい

季節だと感じることも多いとは思いますが、雨は、自然にとっても、我々人間に

とっても大きな恵みを与えてくれるものでもあります。せっかくの機会ですから、

雨の二つの匂いを感じて、少しだけ楽しんでみてはいかがでしょうか。

私たちの体には自然の営みを感じ取ることができる精密で精度の高い、たくさんのセン

サーがあります。何気なく過ごす日頃の生活の中で、時には静かに、耳を澄ませ、肌で感

じ、匂いを楽しんでみて下さい。そこに新しい発見や、そこから湧き上がる感情や感動を

得ることができるかもしれません。



◎九州大会・全国大会出場

○九州大会出場

【バドミントン男子】
ダブルス 第１位 ◎中島 巧 （普３Ｂ）

杉本 一樹（普３Ｂ）
第２位 ◎町田 脩太（普２Ｄ）

永渕 雄大（普２Ｄ）
第３位 ○町 祥英 （普３Ｂ）

山下 晃誠（普３Ｂ）
第３位 ○立石 夢希（普３Ｂ）

高月 颯人（龍機３Ａ）
シングルス 第１位 ◎中島 巧

第２位 ◎町 祥英
第３位 ○中村 恵太（普２Ｄ）
第３位 ○杉本 一樹

【卓球部男子】
ダブルス 第２位 ◎西嶋 茂哲（龍普２Ａ）

谷藤 仁奎（龍普２Ａ）

シングルス 第２位 ◎山根 敏和（龍普２Ａ）
第３位 ◎中原 湧斗（機３Ｂ）
第３位 ◎牧山 航太（普３Ｂ）

【卓球部女子】
ダブルス 第２位 ◎中村 羽衣（普３Ｂ）

田中 彩香（普２Ｄ）
第３位 ◎後藤 里沙（普３Ｂ）

小浦 萌 （龍普３Ａ）
シングルス 第２位 ◎中村 羽衣

第５位 ○後藤 里沙

【空手道部】

男子個人組手 第２位 ◎草場 一慧（機３Ｂ）
女子個人組手 第２位 ◎大楠 平華（情２Ａ）

【ボクシング】
フライ級 第１位 ◎栗崎 倫太朗（機３Ｂ）
ライト級 第１位 ◎川口 彪吾（機３Ｃ）
ウェルター級 第１位 ◎池野 海斗（普３Ｄ）
ミドル級 第１位 ◎脇濱 智輝（機３Ｃ）
バンダム級 第３位 山口 貴斗（機３Ｂ）

【剣道部】
男子個人戦 第３位 ○氏福 勝太（機３Ｂ）

○楠本 晃聖（龍普３Ａ）

【柔道部】

女子個人48kg級 第２位 ○栗山 瑛（龍普２Ａ）

【水泳部】
[男子]
５０ｍ自由形
第２位 ○田中 修人（情３Ａ）
第３位 ○竹野 友貴（機１Ｃ）
１００ｍ自由形
第２位 ○田中 修人

１００ｍ平泳ぎ
第８位 上川内 陸（情３Ａ）

１００ｍバタフライ
第８位 原田 聖太（龍機２Ａ）
２００ｍバタフライ
第６位 ○原田 聖太

４００ｍ個人メドレー
第７位 川口 奏 （情１Ｂ）
第８位 中道 大心（情２Ａ）
４×1００ｍリレー
第２位 ○竹野 友貴・宮野 恵人（機２Ｂ）

福島 良吹（普２Ｂ）・田中 修人
４×１００ｍメドレーリレー
第４位 ○宮野 恵人・川口 奏

原田 聖太・田中 修人
４×２００ｍリレー
第４位 ○平 大輝（機２Ｂ）・宮野 恵人

川口 奏・田中 修人

[女子]
５０ｍ自由形
第４位 ○釜田 莉鈴（普１Ｃ）
１００ｍ自由形
第４位 ○釜田 莉鈴
第６位 ○村川 樹桜（情１Ａ）

２００ｍ自由形
第４位 ○村川 樹桜
４００ｍ自由形
第１位 ○原口 くる実（情３Ｂ）
８００ｍ自由形
第１位 ○原口 くる実
１００ｍ背泳ぎ
第６位 ○小川 優美（普３Ｂ）
１００ｍ平泳ぎ
第６位 ○中村 絢香（情３Ａ）
第８位 大町 里菜（情１Ｂ）
２００平泳ぎ
第３位 ○中村 絢香
第６位 ○大町 里菜
４×１００ｍリレー
第４位 ○中村 絢香・釜田 莉鈴

村川 樹桜・原口 くる実
４×１００ｍメドレーリレー
第３位 ○小川 優美・中村 絢香

原口 くる実・釜田 莉鈴
４×２００ｍリレー
第５位 ○村川 樹桜・小川 優美

原口 くる実・釜田 莉鈴

【陸上競技部】
[男子]
１５００ｍ 第１位 ○林田 洋翔（情３Ａ）
５０００ｍ 第１位 ○林田 洋翔
８００ｍ 第６位 ○一ノ瀬 結人（龍普３Ａ）

[女子]
８００ｍ 第５位 ○石本 真歩（普３Ｂ）
３０００ｍ 第４位 ○古本 紗彩（普２Ｄ）

県高総体が６月１日（土）から開

催され、本校の選手達は県内でもトッ

プクラスの素晴らしい成績を収めまし

た。特に女子の活躍は目覚しく、今後

大いに期待のもてる結果を残しました。

優 勝

バドミントン部男子 九州大会出場
全国大会出場

ハンドボール部男子 九州大会出場
全国大会出場

空手道部男子 九州大会出場
（団体組手） 全国大会出場

ボクシング 九州大会出場
全国大会出場

準優勝

卓球部男子 九州大会出場

バスケットボール部男子
九州大会出場

ベスト４

ハンドボール部女子

空手道部女子（団体組手）

卓球部女子

水泳部女子

水泳部男子

個人の部第７１回
長崎県高等学校

総合体育大会

団体の部


