
「『里の秋』に想いをよせて・・・・」

チーフアドバイザー 宮崎 芳之

静かな静かな里の秋 お背戸に木の実の落ちる夜は

ああ母さんとただ二人 栗の実煮てます いろりばた ・・・・

皆さんよくご存じの童謡「里の秋」の一節です。今は亡き祖母が秋になるとよく口ずさんで

いたこの歌は、どこか日本人の心を感じさせ、のどかでとてもいい歌だと子どものころから思っ

ていました。

大学３年生の時、秋の夜長にふとラジオをつけると、たまたま流れていたのがこの歌で、郷

愁にかられ妙に心に染みたことを思い出します。

その時調べてみると、実はこの歌は南方に出征している父親を母と子が待ちわびるという内

容の歌だということが分かりました。

昭和２０年の敗戦とともに、南方や大陸各地から軍人さんはじめ外地で生活していた人が体

や心に傷を負って日本に引き揚げてきました。そうした方々を励まそうと、あるラジオ番組の

中で流れたのが「里の秋」だったそうです。おそらく引き揚げ者であった祖母の歌にも、きっ

とそういう思い出がつまっていたのでしょう。

「優れた童謡というものは、長い人生に二度現れる。一度目は子ども時代の歌として、二度

目は大人になってからの歌として」と語った歌人寺山修司さんのことばが、今さらながらなる

ほどと思い出されます。

一度目・二度目の歌の解釈の違いはあれ、私にとってはしみじみとした日本の秋の抒情歌と

して、そして、日頃の喧騒を忘れさせてくれ、心を穏やかにさせてくれる童謡としてこの時期

になると自然と浮かんでくるのが里の秋なのです。
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秋といえば文化祭（瓊浦祭）。いよいよ本校の文化祭も来週に迫ってきました。生徒諸君

にとってはコロナ禍で思うような準備も出来ず制約の中での活動となりましたが、そういう

中にあっても仲間と共に心を一つにして知恵を絞り、最高のものを創り上げようとする姿に

感動を覚えました。また、童謡の世界に流れる人の温もり、人との繋がりが感じられました。

この２学期という時期は人間として大きく成長する時期だと考えています。学校行事を一

つ一つ経験し、主体的に関わることで大事なものを身につけ、将来の生きる力、生き抜く力

へと繋げていくのだと思います。

着実に瓊浦の生徒の成長が見て取れる１０月だったようです。

明るい明るい星の空 鳴き鳴き夜鴨の渡る夜は

ああ父さんのあの笑顔 栗の実食べては思い出す ・・・・

（作詞：齋藤信夫 作曲：海沼 実）瓊
浦

の
窓

２日(火) ＡＭ：ブロック別演技発表会

ＰＭ：瓊浦祭（３年）

自宅学習（１・２年）

３日(水) 自宅学習（３年）

ＡＭ：瓊浦祭（２年）

ＰＭ：瓊浦祭（１年）

４日(木) 振替休日（１１月３日）

５日(金) 定期演奏会（吹奏楽部）

６日(土) 対外模試（１～３年）

７日(日) 対外模試（３年）

第２回英検（二次）

８日(月) 生徒総会

９日(火) 福祉講話

１４日(日) 全商電卓実務検定

１６日(火) 第３回進路模試

１９日(金) 期末考査時間割発表

計算技術検定

２１日(日) 日商簿記検定

２３日(火) 勤労感謝の日

２６日(金) 期末考査（～１２月１日）

《１１月の行事》

１０月１２日（火）に薬物講話が行われま

した。近年急増している若年層の薬物乱用。

その悲惨な行く末を描いたＤＶＤを交え、約１時間学習しました。

高校生にとって、たばこはもちろんのこと、大麻や覚醒剤などの

薬物はもってのほかです。生徒たちは真剣に、このことについて

考えることができたようです。

薬物講話

日時：２０２１年１１月５日（金）

開演：１８：３０（開場は１７：３０）

場所：長崎ブリックホール

入場無料

瓊浦高等学校奏楽部 第17回定期演奏会 （ご案内）

吹奏楽のための「幻想曲」-アルノルト・シェーンベルク讃

組曲「マ・メール・ロワ」より

クラリネットキャンデイ

ドラゴンクエストより「序曲」

英雄の証～モンスターハンターより～ 他

是非お越し下さい！



【部活動戦績】
● 陸上部

令和３年度全九州高等学校新人体育大会

男子８００ｍ

井口 愁斗（普１Ｄ） 第３位

第５０回長崎市陸上競技選手権大会

男子一般高校５０００ｍ

入濵 輝大(普３Ａ) 第１位

小宮 尚栄(普３Ｄ) 第２位
東 秀叡(機１Ｂ) 第３位
男子一般高校１００ｍ
山崎 一沙(機３Ｃ) 第１位
男子一般高校１５００ｍ
柳井 健司(機２Ａ) 第２位

● 水泳部
令和３年度長崎県高等学校新人体育大会
女子８００ｍ自由形
原田 遥奈（情２Ａ） 第３位
女子４００ｍ個人メドレー
中道 愛心（情１Ａ） 第２位

● 空手道部
令和３年度長崎県高等学校新人体育大会

男子総合 第１位

女子総合 第１位

男子団体組手 第１位

女子団体組手 第１位

男子団体形 第２位

女子団体形 第２位

男子個人組手

-55kg級 村野 颯太(機２Ｃ) 第１位

-61kg級 田上 晴輝(機２Ｂ) 第２位

中村 虎太朗(機１Ｃ) 第３位

-68kg級 山口 隼生(普２Ｄ) 第１位

田中 俊斗(機２Ｃ) 第３位

-76kg級 石川 碧汐(機１Ｃ) 第１位

東 優作(機２Ｂ) 第２位

女子個人組手

-48kg級 藤田 あかり(情１Ａ) 第１位

-53kg級 中島 梨華(情１Ａ) 第１位

大坪 亜衣(情２Ａ) 第３位

江村 翠琴(普１Ａ) 第３位

-59kg級 中村 華鈴(情２Ａ) 第１位

男子個人形
浦田 隼虎(機１Ａ) 第３位
女子個人形

川下 怜華(普２Ｂ) 第３位

● 剣道部

令和３年度長崎地区高等学校新人体育大会

男子団体 第３位

女子団体 第１位

● 男子バレーボール部

令和３年度長崎地区高等学校新人体育大会

第３位

● 女子ハンドボール部

令和３年度長崎地区高等学校新人体育大会

第１位

● 男子バドミントン部

令和３年度長崎地区高等学校新人体育大会

男子団体 第１位

男子ダブルス

奥野 天斗(普２Ｄ)・縣 涼介(普２Ｄ) 第１位

栗山 寿一(普２Ｄ)・森阪 直弘(普２Ｄ) 第２位

川本 諒太(普１Ｄ)・山口 健太郎(普１Ｄ) 第３位

林田 真龍(普１Ｄ)・上里 奏人(普１Ｄ) 第３位
男子シングルス
奥野 天斗 第１位
縣 涼介 第２位
南本 和哉(普２Ｄ) 第３位
林田 真龍 第３位

● 女子バドミントン部

令和３年度長崎地区高等学校新人体育大会

女子団体 第３位

● 柔道部
令和３年度長崎地区高等学校新人体育大会
男子団体 第１位
男子60kg級 平山 楓海(普２Ｄ) 第１位

宮原 陽々輝(普１Ｃ) 第２位
男子81kg級 松田 祐典(普１Ｂ) 第３位
女子団体 第３位
女子48kg級 近藤 玲馨(普２Ｄ) 第２位
女子57kg級 近藤 玲羅(普２Ｄ) 第３位

女子78kg超級 前田 花梨(普１Ｄ) 第３位
● 卓球部

令和３年度長崎地区高等学校新人体育大会

男子団体 第１位

男子ダブルス

辻 悠太(普２Ａ)・坂本 蓮(普１Ｄ) 第１位

鶴田 心大(機２Ａ)・堤奏楽(普２Ｄ) 第２位

田中 諒(普２Ｄ)・小田原 煌(普１Ｂ) 第３位

男子シングルス
辻 悠太 第２位

女子団体 第２位

女子ダブルス

中道 萌花(普２Ｄ)・田川 優月(普２Ｄ) 第１位

女子シングルス

中道 萌花 第１位

田川 優月 第２位

● 男子バスケットボール部

ウインターカップ長崎県予選

ベスト８

１０月２１日（木）に、球技大会が

実施出来ない１・２年生向けに、タカ

ベップフェスが行われました。１学年主任の森髙（もりたか）先生と、

２学年主任の中別府（なかべっぷ）先生両名に由来する名称のこの行

事。１年生は午前中に映画鑑賞をし、午後から競技大会を実施、２年

生は午前中に競技大会を行った後、午後から映画鑑賞、という日程で

開催されました。昨年度の「アベップフェス」と同様の形のフェスで

すが、今回は映画を三つの中から選んで鑑賞できるようになりま

した。作品はそれぞれ『ライオンキング』、『るろうに剣心』、

『ホームアローン２』。生徒は自分の好みに合った作品を鑑賞し、

それぞれの世界観に浸っていました。

競技大会の種目は、ソフトバレー、バドミントン、卓球、モルッ

クの四つです。どれも白熱した勝負が繰り広げられました。この

タカベップフェスは、仲間と協力して競技に取り組む経験ができ

るうえに映画も楽しむことができ、生徒たちにとっては非常に充実した１日となったようで

す。

タカベップフェス

１０月２１日（木）の朝、張

り切ってソフトボール大会開催

地の田手原グラウンドに集合し

た３年生でしたが、予想外の雨。

それでも、コロナ禍で修学旅行

をはじめとして多くの行事を経

験できなかった３年生のために、急遽翌日に延期され、今年も無事開催することができ

ました。正式ルールによる本格的なＡコートでは白熱した試合が展開され、フォアボー

ルや盗塁無し等特別ルールのＢ・Ｃコートでも懸命にボールを追い、ファインプレーや

ハプニングに沸きました。久しぶりの広々としたグラウンドでの行事に、皆のびのびと

した笑顔でした。残り少ない高校生活ですが、良い思い出ができたことでしょう。

球技大会（3年生）

【Ａコート】【Ｂコート】【Ｃコート】

優勝 機３Ｃ 機３Ａ 機３Ａ

準優勝 機３Ｂ 普３Ｃ 普３Ｄ

〔結果〕


