
中村安太郎先生の胸像

理事長 栗 山 幸 生

本校の前身瓊浦女学校が、中村安太郎先生によって長崎市桜馬場に創立されたのは、

大正１４年(1925)４月のことです。記録によると第１回入学式は、４月６日に挙行さ

れ、新入生は２０７名だったそうです。

月が変わって６月２５日、かねて中村先生が敬愛しておられた貞明皇后(大正天皇后)

のお誕生日の祝賀に合わせて、瓊浦女学校の開校記念式典が行われ、以後この日が瓊

浦学園の創立記念日となっています。昨年の創立９０周年記念事業はコンセプトを

「１００周年に繋ぐ９０周年」として遂行しましたので、これからは一年一年１００

周年に向けて瓊浦パワーを結集し、母校の２世紀目を創造しなければなりません。

さて、校内には各周年事業の記念碑や原爆殉難者慰霊碑等のモニュメントが建てら

れていますが、今年９１回目の創立記念日にあたり、校門の脇に建立されている創立

者・中村安太郎先生の胸像に触れてみます。

この企画は宮本正之先生(第４代校長)で、創立５０周年記念誌に「五十周年記念事

業には、創立者の精神を高めることが、最高の道と考え創立者の胸像建立を･････」と

その経緯を記しておられます。創立者の教育理念は資料によると「至誠」であったと

伝えられ、「至誠」は歴代の校長先生によって「誠実」という言葉で継承され、校訓

の初めの言葉となっています。

宮本先生は、中庸から「誠は天の道なり、これを誠にするは人の道なり」と引用さ

れ、「生徒諸君、この胸像を仰ぎ見ることによって、創業の昔に思いを馳せ、今後の

飛躍に一段と努力せられんことを切望する」と結ばれています。

この胸像が建立されて４０年を経ましたが、その意味は中村安太郎学祖への敬意と

感謝の念であることと、瓊浦に関わる全ての人たちに、至誠(誠実)を教示し続けてい

ることです。私たちは、創立者のご恩に報いるためにも「誠の人」を日々心がけたい
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１日（金） 求人開始

２日（土） 第１回学校見学会

３日（日） 全商ビジネス文書実務検定

４日（月） マナーアップ週間（～８日）

６日（水） 野球部壮行会・インターハイ壮行会

８日（金） 全国高校野球選手権長崎大会

（～２４日）

パソコン利用技術検定

１１日（月） メディア安全教育

１３日（水） 生徒総会

１４日（木） 競技大会

１５日（金） 終業式

１９日（火） 追試（～２０日）

三者面談

（～２９日 クラスにより変更あり）

夏季補習（～８月５日）

２７日（水） 第２回学校見学会（～２９日）

６月２５日（土）は本校の創立記念日です。それに

ともない、２０日（月）には創立記念集会がおこなわれ

ました。集会では、創立以来の校内風景や昨年度１１月にブリックホールにて挙行

された９０周年式典の様子をまとめたＤＶＤを鑑賞しました。また栗山理事長先生

より、創立者の理念や校歌の歌詞の意味などについてお話がありました。最後は吹

奏楽部の伴奏による校歌を斉唱し、９１回目となる創立記念を祝いました。

創立記念集会

平成２８年度第１回学校見学会が７

月２日（土）に実施されます。

中学生の皆さんには、学校紹介・模

擬授業体験・部活動体験などを通して

本校の様々な面に触れ、瓊浦高校に興

味をもってもらえることを期待してい

ます。なお、７月２７日（水）～２９

日（金）には第２回学校見学会を予定

しています。

○日時：７月２日（土）
10：00～14：30 9：30～受付

〈 内容 〉

・模擬授業体験

（国 社 数 理 英 体

情報ビジネス科 機械科）

・アトラクション

・部活動体験

ものです。

各々のモニュメントには、瓊浦の歴史と、それを企画した人の思いや意味がありま

す。生徒の皆さんはじめ保護者の皆様にも、この創立記念週間に一つでも瓊浦の歴史

に触れてみてもらえたら幸いです。

学校見学会のご案内



◎九州大会・全国大会出場

○九州大会出場

【男子バドミントン】

・ダブルス

優 勝 ◎松林 雄太 （龍機３Ａ）

芦塚 貴一郎（龍機３Ａ）

第２位 ◎村本 竜馬 （普２Ｃ）

辻 凌也 （龍普２Ｂ）

第３位 ○原口 翔多 （龍普３Ａ）

長野 恭大 （龍普３Ａ）

第３位 ○山田 麟 （普１Ｃ）

滝口 友士 （龍普１Ａ）

・シングルス

優 勝 ◎原口 翔多

第２位 ◎村本 竜馬

第３位 ○辻 凌也

第３位 ○松林 雄太

【卓球部男子】

・ダブルス

優 勝 ◎中ノ瀬 聡太（機３Ｄ）

田中 侑人 （龍普３Ａ）

第３位 ○池松 潤一郎（龍機３Ａ）

李 明达 （龍普３Ｂ）

・シングルス

優 勝 ◎李 佳睿 （龍普３Ｂ）

第２位 ◎中ノ瀬 聡太

第３位 ◎田中 侑人

【卓球部女子】

・ダブルス

第２位 ◎田添 莉奈

黄 佳怡

・シングルス

第３位 ◎田添 莉奈 （龍普３Ａ）

◎黄 佳怡 （普１Ｂ）

【空手道部男子】

・個人組手

優 勝 ◎山口 将吾 （龍普３Ａ）

第３位 ○宮崎 悠矢 （機３Ｃ）

・個人形

第３位 ○金子 圭一郎（普３Ｃ）

【ボクシング】
・ライトフライ級

優 勝 ◎安達 登威 （機３Ｂ）

・ミドル級

優 勝 ◎小田 竜徳 （普３Ｃ）

・フライ級

第３位 大久保 豪人（普３Ｄ）

・バンダム級

第３位 岩住 拓弥 （機２Ｂ）

第３位 小川 修弥 （機２Ｃ）

・ライト級

第３位 濵崎 一馬 （機２Ｄ）

【水泳部】
・男子１５００ｍ自由形

第３位 ○三田 拓人 （機１Ｄ）

【陸上部】
・男子５０００ｍ

○第６位 片山 拓海 （普３Ｄ）

・４×４００ｍリレー

○第５位 城尾 朋季 （普２Ｄ）

友成 拓也 （機３Ｃ）

宮下 拳舞 （普２Ｄ）

朝長 翼 （機３Ｃ）

県高総体が６月３日（金）から開催さ

れました。県立総合運動公園陸上競技場

においておこなわれた総合開会式では、

生徒たちがすばらしい入場行進を見せて

くれました。翌日からは各競技会場に分

かれ、熱戦が繰りひろげられました。ど

のチームもこれ

まで練習してき

た成果をいかん

なく発揮し、力

いっぱい戦えた

のではないかと

思います。大会期間中、遠方の会場にお

いてもたくさんの応援をしていただき、

本当にありが

とうございま

した。

○優 勝

男子バドミントン部
九州大会出場

全国大会出場

卓球部男子

九州大会出場

全国大会出場

男子ハンドボール部

九州大会出場

全国大会出場

○準優勝
卓球部女子

九州大会出場

女子ハンドボール部
九州大会出場

○第３位
空手道部男子
ボクシング

団体の部 個人の部

『長崎新聞』に掲載

されました。


