
「 和をもって貴しとなす 」

理事長 栗 山 幸 生

近年「今年の漢字」ということで、その年の社会現象や話題を端的に表す漢字一文

字を投票で選ぶことが歳末の恒例行事となり、国民の漢字への関心が高まりつつある

そうです。私は年々漢字が平仮名・カタカナ表記にとって変わられているような気が

していましたので、漢字が見直されているのであれば昭和生まれには大変愉快な話で

す。因みに昨年末に選ばれた漢字は「金」でした。金を選んだ人の思いはそれぞれで

しょうが、資料によると「リオデジャネイロ五輪における日本人選手の金メダルラッ

シュで、日本中が感動と興奮に包まれた年・ ４年後の東京五輪への期待・明るい日本

への願いを込めた漢字としての金･･････」等が挙げられています。他方、金をお金(通

貨)と捉えて「政治と金の絡み・東京五輪の巨額経費」等に帰着した人もいます。余談

ですが、「金」は２０００年のシドニー五輪・２０１２年のロンドン五輪の年にも選

ばれています。

次に、「貴方の好きな漢字を挙げて下さい」と言われれば、即座に「和」と答えま

す。和は６０４年聖徳太子が発せられた十七条の憲法(役人の順守事項)が出典で、今

では企業の社是や学校の校訓として用いられています。太子が十七条の冒頭に「以和

為貴 無忤為宗」と示されたのは、一番に平穏な国家建設を目指されたことを意味し

ます。私が 和を好きな(気にしている)理由は本校の校訓であることは勿論ですが、世

界の現状があまりにも酷(ひど)すぎるからです。色々と国際機関で平和や安全な環境

づくりに努力が払われていることは承知していますが、とどのつまりは「自国ファー

スト」で実行には繋がりません。せめて世界の子供たちだけでも恐怖と飢えと病魔か

ら救われる道はないものでしょうか。

この際みんなで世界のリーダーにお尋ねしてみましょうか。「いつになったら地球

は平和な星になりますか」と。このままでは、人間は賢者ではなく、愚者で終わって

しまいそうです。
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２日（日） 全商ビジネス文書実務検定

３日（月） 求人開始

マナーアップ週間（～７日）

５日（水） 三者面談③（～１４日）

７日（金） 全国高校野球選手権長崎大会

（～２３日）

８日（土） 第１回学校見学会

対外模試③

対外実力①②

１１日（火） 生徒総会

１３日（木） 追試諸注意

１４日（金） パソコン利用技術検定（機械科）

漢字検定

１５日（土） 夏季学習合宿（日吉）（～１７日）

１８日（火） 競技大会

三者面談（～３１日 クラスにより変更あり）

１９日（水） 終業式

２０日（木） 追試（～２１日）

夏季補習（～８月４日）

２６日（水） 第２回学校見学会（～２８日）

６月２５日（日）は本校

の創立記念日でした。１９

日（月）には創立記念朝集会がおこなわれました。集会

では瓊浦高校の歴史をまとめたＤＶＤを鑑賞し、生徒た

ちは女学校時代の授業風景や校舎がだんだんと増えてい

く様子、今はない食堂の写真などに興味深々で見入って

いました。また栗山理事長先生より、創立者の理念、銅像や

書など芸術作品に込められた歴代校長先生の思いなどについ

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、９２回目となる創立記念を祝いました。

創立記念集会

平成２９年度第１回学校見学会が７月

８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。身近に中学生の方がいらっしゃ

いましたら、ぜひご紹介ください。な

お、７月２６日（水）～２８日（金）

には第２回学校見学会を予定していま

す。

○日時：７月８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

《主 な 行 事》
７月

結びになりますが、私は平成２９年度８７２名の皆さんに例年以上の躍動感を感じ

ています。今回九州大会・全国大会の出場資格を得た人は一段の高みを目指して大い

に跳ねて下さい。そしてこの１２月に瓊浦高校の今年の漢字が「勢」の一文字である

ことを期待します。

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

【バドミントン男子】
ダブルス
優 勝 ◎村本 竜馬 （普３Ｃ）

辻 凌也 （龍普３Ｂ）
第２位 ◎貞方 佑介 （龍普３Ｂ）

滝口 友士 （龍普２Ａ）
第３位 ○鶴田 世那 （機３Ｃ）

西田 祐一朗（龍普３Ｂ）
第３位 ○杉本 一樹 （普１Ｃ）

中島 巧 （龍普１Ａ）
シングルス
優 勝 ◎村本 竜馬
第２位 ◎辻 凌也
第３位 ○滝口 友士
第３位 ○中島 巧

【卓球部男子】
ダブルス
第３位 ○北原 龍信 （普２Ｂ）

呂 昕彦 （普２Ｃ）
シングルス
優 勝 ◎呂 昕彦
第５位 田中 流星 （情２Ｂ）

【卓球部女子】
シングルス
優 勝 ◎黄 佳怡 （普２Ｃ）

【ボクシング】
ライトウェルター級
優 勝 ◎岩住 拓弥 （機３Ｂ）
ピン級
第２位 ○出口 輝宙 （機２Ｂ）
バンダム級
第２位 ○小川 修也 （機３Ｃ）

【柔道部】
６６kg級
第２位 ○丸尾 比優馬（普３Ｄ）
７０㎏級
第３位 平田 純菜 （情２Ａ）

【水泳部】
１００ｍ平泳ぎ

第２位 ○横山 遼 （機３Ｄ）
第６位 ○山口 吉生 （機３Ｃ）
２００ｍ平泳ぎ
第２位 ○横山 遼
第４位 ○山口 吉生
１００バタフライ
第２位 ○宮野 幸輝 （機２Ｂ）
第４位 ○川口 響 （情２Ａ）
２００バタフライ
第３位 ○川口 響

５０ｍ自由形
第１位 ○田中 修人 （情１Ｂ）
第５位 ○荒木 友輔 （龍機３Ａ）

１００ｍ自由形
第１位 ○田中 修人 （情１Ｂ）

２００ｍ自由形
第４位 ○佐藤 郁也 （機２Ｃ）

４００ｍ自由形
第５位 ○三田 拓人 （機２Ｄ）

１５００ｍ自由形
第５位 ○三田 拓人

２００ｍ個人メドレー
第６位 ○佐藤 郁也

４００ｍ個人メドレー
第４位 ○浜山 開 （龍機２Ａ）
第６位 渕上 翔太 （龍普３Ｂ）

４００ｍメドレーリレー
第３位 ○横山 遼・志水 富樹（機３Ｃ）

川口 響・田中 修人
４００ｍフリーリレー
第３位 ○荒木 友輔・佐藤 郁也

田中 修人・有森 廉也（普２Ｃ）
８００ｍフリーリレー
第１位 ○横山 遼 ・山口 吉生

佐藤 郁也・田中 修人
４００ｍ自由形
第１位 ○原口 くる実（情１Ａ）

８００ｍ自由形
第１位 ○原口 くる実（情１Ａ）

１００ｍ背泳ぎ
第４位 ○中村 絢香 （情１Ａ）

４００ｍフリーリレー
第５位 ○原口 くる実

古川 未来（普２Ｂ）
小川 優美（普１Ｂ）
林田 綾音（情３Ａ）

８００ｍフリーリレー
第６位 ○原口 くる実・中村 絢香

古川 未来 ・林田 綾音
４００ｍメドレーリレー
第６位 ○林田 綾音・林 唯衣

小川 優美・原口 くる実

【陸上部】
三段跳
第３位 ○城尾 朋季 （普３Ｄ）

走幅跳
第５位 ○城尾 朋季

１５００ｍ
第１位 ○林田 洋翔 （情１Ａ）
第３位 ○香月 鴻汰 （機３Ｄ）

５０００ｍ
第１位 ○林田 洋翔
第５位 ○林田 快豪 （機３Ｃ）

４００ｍＨ
第５位 ○岩﨑 瑞希 （普３Ｃ）

第69回

長崎県高等学校総合体育大会
県高総体が６月２日（金）から開催されました。

長崎市総合運動公園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。今回は３年生が応援として参加し、

応援団や和太鼓サークルが注目を集めていました。

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

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

水泳部男子

○準優勝
卓球部男子

九州大会出場

ハンドボール部女子
九州大会出場

ボクシング

○第３位

空手道部男子

柔道部男子

卓球部女子

団体の部 個人の部


