
「ウサギとカメ」

校長 渡川 正人

誰もが小さい頃からよく知っている有名な童話のひとつに「ウサギとカメ」があります。この話の中

で、どうしてウサギはカメに負けたのか、カメはウサギに勝ったのでしょうか。ほとんどの人は次のよ

うな考えだと思います。走るのが速いウサギはカメに負けるわけがないと油断をして昼寝をしてしまっ

た。一方のカメは歩みは遅いけどコツコツと前に進んで、ウサギに勝つことができた。能力があっても

安心してはいけない、また真面目に努力を積み重ねれば自分より能力が高い者を超えることができる、

というのが一般的な解釈で、大切な教訓です。しかし、ある本によると、これが思わぬ結果をもたらし

た本当の理由ではないと書かれています。では、いったい何なのか。

ひとことで言えば、ウサギとカメでは、「見ているところ」が違ったということです。ウサギは何を

見ていたのか。ウサギはカメを見ていました。だから、ノロノロと歩み、なかなかやってこないカメに

油断をしてしまいました。対するカメは何を見ていたのか。ゴールを見ていました。カメがウサギを見

ていたら、昼寝をしているウサギを見て、自分も休んでしまったかもしれません。ところが、カメはゴー

ル、目標を見ていたから、歩みは遅かったけれど、足の速いウサギに勝つことができた。すなわち「見

ているところ」が違ったから、この結果が生まれたということです。大事なことは、たどり着きたい目

標は何かを明確にし、競争相手に惑わされることなく、また余計なことに関心を持つことなく、ひたす

らゴール、目標を見ることが重要だということです。

生徒の皆さんには、まず目標を明確に持っているか、そして「見ているところ」は正しいかを意識し

てほしいと思います。ゴールつまり目標を見ずに、隣ばかり、周囲ばかりを見ていないか。自分はこう

なのにあの人はこうだなど、周りのことばかり気にしていないか。いつも言い訳をしている人もいるの

ではないでしょうか。しかし人と比較をしたところでどこにもたどり着くことはできません。ただ目標

を目指すにはライバルを意識すること、ライバルの存在を原動力にすることは一定必要なことです。し

かし最も大事なことは、目標を見つめてひたすら前進すること、そして絶対負けてはならない敵は自分

自身だと思います。

インターハイで全国制覇を果たした男子バドミントン部、都大路出場を決めた男子陸上競技部の部員

の皆さんが見ていたものは成し遂げたい目標であり、その実現に向けてひたすら努力を重ねた結果です。

止まりさえしなければどんなにゆっくりでも前に進んでいきます。たどり着きたいゴールをしっかり

と見る。そして余計なことに気をとられず、また、高校生として見る必要のないことに関心を持つこと

なく、一歩一歩ゴールを目指してくれることを願っています。
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１１月２日水曜日、第１２回県高校駅伝大会にお

いて男子陸上競技部が７区間４２．１９５㎞を２時

間１１分１７秒で走り抜き、７年ぶり５度目の優勝

を果たしました。この結果、１２月２５日日曜日に

京都市で行われる全国高校駅伝への出場権を得まし

た。来月に向けて引き続き練習に励む選手達への応

援をお願いいたします。

１区 出口 凛太郎（情３Ａ）

２区 井口 愁人 （普２Ｄ）

３区 志田 月偉 （普３Ｄ）区間賞

４区 松尾 岳 （普２Ａ）

５区 水戸 俊介 （普１Ｅ）

６区 川口 新太 （機２Ｃ）

７区 東 秀叡 （機２Ｂ）

いざ、都大路へ！！～県高校駅伝７年ぶりの優勝～

１１月９日水曜日、メルカつきまち（長崎市）におい

て行われた第１２回県ＮＩＥ（新聞を使った教育活動）

フェアにおいて研究発表（本馬晴子先生）と公開授業

（田中天馬先生）を行いました。公開授業には普通科２

年生２０名が参加し、うち８名が興味を抱いた記事がＳ

ＤＧｓのどの目標に該当するかなどをそれぞれ発表しま

した。発表者とその内容は以下の通りです。

小田原煌（普２Ｂ）「１ヶ月プラなし生活」に挑戦／藤川陽斗（普２Ｃ）日本の食の裏に奴隷労働

松岡皇征（普２Ｃ）感染症研究の拠点「出航」 ／宮﨑絆（普２Ｂ）取り過ぎない漁 「半世紀」

永原愛舞（普２Ｃ）デジタル教科書 学校を救う？／菊本七海（普２Ｂ）クジラのフン ＣＯ２吸収なるか

加賀江隆斗（普２Ｂ）ドングリの森を山中に整備 イノシシ被害を食い止める

元山來輝（普２Ｃ）雲作り 温暖化防げるか 海水を噴霧 太陽光の反射率を高める

県ＮＩＥフェア

１１月２２日（火）・２５日（金）の２日間、情報

ビジネス科３年生３９名が、長崎市の凧店「大守屋」

の大久保学氏と書道家田島真理子先生のご指導を受

け、伝統文化の一つである長崎凧制作に取り組みま

した。完成した作品は長崎県立美術館で２月に実施

予定の「けいほ展」で展示します。

長崎凧（ハタ）制作実習



１１月２日（木）・３日（金）の２日間、瓊浦祭を実施しました。今年もコロナ対策のため一般開放は行わず、

各学年ごと時間をずらしての開催となりました。ステージ部門では毎年恒例の歌自慢をはじめ、吹奏楽部の演奏や

空手道部の演舞、エイサー同好会演舞、和太鼓同好会演奏、教職員パフォーマンスなどが行われました。生徒会に

よる「謎解き」に班ごとでチャレンジし、１学年は朗読劇、２学年は展示部門、３年生は模擬店に力を注いだほか、

美術部・陶芸部の作品展もあり、多彩な内容を楽しめる充実した２日間でした。

【第２学年・展示部門投票結果】

第１位 機械科Ａ組 タカヒロスイッチ２

第２位 普通科Ａ組 ソームじいさんの空飛ぶガチャガチャ

〃 普通科Ｄ組 東平を倒せ！

令和４年度瓊浦祭 ～ＫＥＩＨＯ ＦＡＭＩＬＹ～ 【部活動戦績】
●女子バスケットボール部

令和４年度 第７５回全国高等学校バスケットボール選手権

大会長崎県予選会(ウインターカップ県予選) ベスト８

●男子バスケットボール部

令和４年度 第７５回全国高等学校バスケットボール選手権

大会長崎県予選会(ウインターカップ県予選) 第３位

●柔道部
令和４年度長崎県新人体育大会柔道競技
［男子団体］ベスト８
［女子団体］第３位（九州大会出場）
［男子個人］
－６６㎏級 宮原陽々輝（普２Ｃ） 準優勝

（九州大会出場）
－８１㎏級 松田祐典（普２Ｃ） 第３位
１００㎏超級 盛山慶次（普２Ｂ） 第３位

［女子個人］
－５２㎏級 岩井静帆（普１Ｂ） 準優勝

（九州大会出場）
７８㎏超級 前田花梨（普２Ｄ） 優勝

（九州大会出場）
●卓球部（男子）

令和４年度長崎県高等学校新人戦卓球競技

［学校対抗］準優勝

［個人戦］

・ダブルス

坂本蓮(普２Ｄ)・趙禹潼(普２Ｄ)組 優勝

小田原煌(普２Ｂ)・山﨑慎太郎(普1Ａ)組 第３位

真崎脩馬（普１Ａ)・原口晃太(普１Ｃ)組 ベスト８

・シングルス

趙禹潼 優勝

坂本蓮 第３位

●バドミントン部（男子）

令和４年度長崎県高等学校新人戦バドミントン競技

［団体戦］優勝

［個人戦］
・ダブルス
林田真龍（普２Ｄ）・高田（隆誠）組 優勝
山口健太郎（普２Ｄ）・川本諒太（普２Ｄ）組 準優勝
小野隆之介（普２Ｄ）・上里奏人（普２Ｄ）組 第３位
櫻井慎大（普１Ｅ）・髙橋輝（普１Ｅ）組 第３位

・シングルス
林田真龍 優勝
上里奏人 準優勝
髙橋輝 第３位
中島天 第３位

●バドミントン部（女子）
令和４年度長崎県高等学校新人戦バドミントン競技

［団体戦］ベスト８
［個人戦］

・ダブルス
杉本明穂（情２Ａ）・林ちひろ（情２Ａ）組 ベスト１６

●空手道部
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
北ブロック大会 第３位

・男子個人形

浦田隼虎(機２Ａ) 全国選抜大会出場決定戦で勝利

全国選抜への出場権を獲得

・男子個人組手（北ブロック）

－６１㎏級 中村虎太朗（機２Ｃ）優勝(全国選抜大会出場)

－６８㎏級 浦田隼虎（機２Ａ） 第２位

＋７６㎏級 内野陽斗（普２Ｂ） 第３位

・男子個人組手（全九州大会）

－７６㎏級 石川碧汐（機２Ｃ） 優勝

－６１㎏級 中村虎太朗 第２位

●空手道部（女子）

全九州高等学校空手道新人大会(北ブロック)

・女子団体組手

北ブロック大会 優勝（１２年ぶり）

全九州大会 準優勝

・女子個人組手（北ブロック）

－５３㎏級 江村翠琴（普２Ａ） 第３位

＋５９㎏級 平野依織（普１Ｃ） 第２位

吉村千朝（普１Ｅ） 第３位

●剣道部

令和４年度長崎県高等学校新人体育大会剣道競技

［男子団体］ベスト８

［女子団体］ベスト８ ※男女ともにシード権を獲得

●ボクシング（社会体育）

令和４年度第５４回全九州高等学校新人ボクシング競技大会

［Bパート(各県新人戦２位選手)］

・ピン級

中尾仁（普１Ｄ） 第２位

・ライトウェルター級

柴野嵐一（普１Ｄ） 第３位

●陸上競技部（男子）

第７５回全九州高等学校駅伝競走大会 第１６位

●バレーボール部（女子）
令和４年度第７５回全日本バレーボール高等学校選手権大会

長崎県大会 ベスト１６

●ハンドボール部（男子）

令和４年度長崎県高等学校新人戦ハンドボール競技県新人戦

優勝

●美術部

長崎県高等学校総合文化祭美術展

・絵画部門 入選

磯野結生（普３Ａ）

陣内湧悟（普２Ａ）

三浦翔流（機２Ｂ）

高見俊太（機１Ａ）

・デザイン部門 入選

力武陵（機３Ｂ）

第７１回長崎市民美術展

・絵画部門 奨励賞 陣内湧悟（普２Ａ）

●和太鼓同好会

第２０回長崎県高等学校総合文化祭

郷土芸能部門 金賞

●エイサー同好会

第２０回長崎県高等学校総合文化祭

郷土芸能部門 銀賞

１２月 １日（木）期末考査［～６日（火）まで］

６日（火）吹奏楽部定期演奏会

８日（木）体育総合コース成果発表会

９日（金）修学旅行結団式（３年生）

パソコン利用技術検定

１１日（日）修学旅行（３年生）

［～１４日（水）まで］

１５日（木）・１６日（金）３年生自宅待機

１４日（水）工場見学（機械科２年生）
２０日（火）２学期終業式

２１日（水）冬季補習［～２３日（金）まで］

１２月の主な行事

♪吹奏楽部第１８回定期演奏会♪

１２月６日（火） 開場１７：３０

開演１８：００

会場：長崎ブリックホール

入場無料です。楽しいステージをお届け

できるよう部員一同心を込めて演奏しま

す。皆様のご来場をお待ちしております。


