▼噂のがんばらんば体操

いよいよ夏は全国大会で
す。二連覇目指し頑張って
欲しいです。

▲九州大会出おめでとう

風に乗り四連覇達成！

いざ、大海原へ

ト

たり…。
今となっては好きな作家
も増えてきて、小学校のと
きと変わって、「量より質」
を求めるようになりました。
読書の最大の良さは「落
ち着く」ことです。今まで
はイライラしたときには爆
音で音楽を聴くことで気を
鎮めていたのが、最近では
どんな内容であれレトロな
本を読むことで気を正常に
させることができるように
なりました。
音楽に浸るもいいが、文
学に浸るもこれまた良し。
皆様、本を読みませう。

水泳

みにＡ君はＩ君の二倍は食
続いて、長崎地区から始
そして流れ出してきたのが、 恐るべし。鳥肌無しでは見
べるそうです。
れない見事な演奏と演技。 まる各学校の行進。一九番
さだまさしさんの「がんば
みなさんの中には、親が
目に入場した長工。短い練
らんば」。そう、これが最
作ってくれた弁当を残して
習にもかかわらず隊列の揃
近恒例の「がんばらんば体
しまう人もいるでしょう。
った行進でしたが、もう少
操」ー参加したのは長崎明
でもそんな中、Ａ君は残さ
し元気や気合いを発揮して
誠や長崎女子商業・長崎女
ず食べ、現代人に不足しが
もよかったかも…日頃の練
子・長崎西などの市内の学
習の疲れが出たのかもしれ
校から選ばれた生徒。この
唐突ですが、ここで新聞 ちな食へ対する感謝の気持
ませんね。
体操、なんとなくゆるい感
部のこぼれ話をしたいと思 ちを持っているのです・・
そしていよいよ本校ヨッ
じで、長崎ののんびりとし
います。新聞部にはＡ君・ ・と、しておきましょう。
さて、もうひとつ登山に
ト部主将の山口さんによる
た雰囲気を表現したような
Ｉ君という二名の男子部員
選手宣誓。先に学校で行わ
ユニークな振り付け。二〇
がいます。二人は同じクラ 挑戦！の話です。夏休みに
れ た 壮行式の宣誓よりも力
一四年の国体に向けての普
スのため、私が見る限り、 とある計画があり、その準
強さを感じさせる堂々とし
及を目指しています。長崎
毎日一緒にいるところをよ 備として父親に連れられて
た宣誓でした。
県民なら踊らんば！
く見かけます。昼の弁当も 普賢岳・国見岳・妙見岳に
そんなこんなで終了した
その後の長崎商業による
一緒に食べるそうです。今 登ってきたそうです。しか
開会式。学校に帰り着いた
マーチングバンド。演奏し
回はそのＡ君のお話です。 しただの登山じゃありませ
のは七時前でした。
ながら「二〇〇九」や「ハ
ある日の朝のこと。Ａ君 ん。約二㎏のリュックサッ
それでは、長崎県内を駆
ートマーク」や「☆」の形
はお弁当に焼きおにぎりを クに六㎏の重りとおにぎり、
け巡った新聞部による高総
こいやあっ！
を作っていくチームワーク、
持っていこうと思い、冷凍 そして一番大切なおやつを
体レポートです☆
庫を開けました。しかし、 入れ…しかし、お父さんは
そこにあるはずの焼きおに 手ぶら。約三時間の登山は
ぎりはありませんでした。 意外にも重りがひざにくる
Ａ君はどうしようか悩んだ らしく、行きより帰りがき
結果、何もないのも何なの つかったそうです。夏の登
でとりあえず学校に空のタ 山は二泊三日、一日十時間
女子総合 優勝
ッパーを持っていくことに だとか。私には考えられま
しました。もちろん、その せん。なぜそこまで自分を
女子Ｆデュエット優勝
日のお弁当はありません。 酷使するのか。登り切った
しかし、空のタッパーは十 人にしかわからない何かが
ヨット競技は六月六日に
スタート前に山口さんと
分役に立ちました。Ｉ君だ あるからこそ？
長与町白津ハーバーで行わ 顧問の三嶋先生にインタビ
校内で「数えてみよう！」
けでなくクラスのみんなに
れました。私たち新聞部が ュー。
おかずを分けてもらい、そ をやっていても柱にぶつか
会場に到着した八時頃には （山口さん）
って倒れるＡ君。
風も強く、肌寒い中、既に Ｑ今日のコンディションは。 れなりに充実したランチタ
イムだったそうです。ちな 夏の話が楽しみですね★
準備をしている選手の姿が ーみんな気合いが入ってい
ありました。選手たちには るのでとてもいい状態。
溢れていた会場。応援団の
笑顔が見えており、ヨット Ｑ昨日は眠れましたか。
熱い声援も飛び交い賑やか
チ
ー
ム
ワ
ークで四位獲得！
部全員で一体となっている ―はい。
な雰囲気に包まれていまし
九
州
大
会
、九種目・八名出場
感じがしました。キャプテ Ｑ今日は風が強いですが…。
た。長工にも応援団があっ
溝田君県高校新、川野君大会新
ンの山口さんの号令ととも ―男子と戦うと腕力とか敵
たらなあと思ったり・・・。
に三嶋先生のもとへと集ま わないけれど、風が強いと
六月六日、長崎市民総合
さて、開会式の開始と共
る部員たち。話を聞くその 利用できるから大丈夫。
プール。取材に訪れた時、
に突如として現れたのはカ
目は真剣そのもの。引き締 Ｑ意気込みを…。
午後の決勝が始まっていま
ラフルなＴシャツの集団。
まった雰囲気でした。
ー高総体でデュオもシング した。熱気がこもる室内は
ルも九州のステップになる 真夏のような暑さ。プール
ように頑張ります。
独特の匂い、部員の応援…
（三嶋先生）
元水泳部の血が騒ぎました。
Ｑ今、どんな気持ちですか。 去年とは違う水泳部の人数
―勝利を信じているから何 の多さに驚きました。
も心配していない。
真っ黒に焼けた部員を見
Ｑ風の強さは影響しますか。 ていると、練習をどれだけ
―弱くても強くても、自分
頑
張
っ
て
い
る
の
か
が
想
像
で
▼ たちのペースでかっとばす きました。その成果が多く
結果、八名九州大会に行け
から大丈夫。
の決勝進出や九州大会出場
ます。九州もこのまま頑張
ヨットは見事団体四連覇
決
定
と
い
う
良
い
成
績
を
残
し
っていきたいです。
を果たし九州大会へ。そし
て
い
ま
し
た
。
Ｑ九州に向けて一言！
て九州大会でも優勝！
会場で顧問の一人今里先
―今年は地元なので、地元
生に話を聞きました。
の人達の声援に応えられる
Ｑ今日の感想は？
ように頑張りたいです。こ
―水泳というのは個人競技
の調子で九州大会でもがん
だけれど、心を一つにした
ばってください。
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「日本文学を読まずに死ね
るか！」と思い、明治や大
正、昭和の作品などを市立
図書館や古本屋で探し求め
て、事前に作った「読みた
い本リスト」なるものをこ
っそり広げながらの本探し
にはまりました。
読んでみると、意外とし
っくり。『春琴抄』『桜の
樹の下』『高野聖』など。
耽美的で、表現の美しいも
のを好んで読むようになり
ました。分からない言葉を
辞書で引き、ときに巻末の
注釈を見ながら読むことに
も読書の楽しさを見い出し

▼

▲

ボールを追う王子たち
六月六日から八日を中
心に開催された高校生の
スポーツの祭典、「長崎
県高総体」。今年の開会
式は前日の五日、長崎市
総合運動公園かきどまり
陸上競技場で行われまし
た。県内から集まった多
くの選手や応援の生徒で
より量」と思いこみ、内容
の面白い面白くないに関わ
らず、「とりあえずたくさ
んの本を読んでやれ！」と
眼を血走らせながら毎日毎
日本を読んでいた私。それ
が中学校になりぱったりと
読まなくなり…時が経ち、
高校三年。ここから本格的
な私の読書ライフが幕を開
けるのです。
元々、携帯小説やライト
ノベルに「最近の流行にの
ってたまるか！」という反
骨精神で、読んだこともな
いのに勝手に嫌なイメージ
を持ってしまっている私。「

▲乱れのない動きと演奏

▼

水泳総合４位

私は最近読書をすること
が毎日の日課となっており、
学校での朝の読書の時間、
プラス家に帰ってからの時
間で様々な本を読んでいま
す。
なぜ、読書をするように
なったのか。それは、私の
好きなバンドの人が読書家
だったということから始ま
ります。影響を受けやすい
私は、まんまと読書地獄に
はまってしまいました。
小学校時代、毎日のよう
に図書室に通い詰め、「質

試合前の三嶋
先生の言葉

九州大会四連覇おめでとう！

▼堂々たる行進だ、長崎工業！

ヨッ

▼

―ヨット優勝！―
！

読まずに死ねるか！

熱い、暑い青春

▲この鋭いバタフライを見よ！

一段一段上る度にも
のすごい熱気が・
・・。覚悟を決め、
いざ体育館へ。
しかし、この
蒸し暑いのも頷
けるぐらいの白
熱した試合が各
コートで行われ
ていました。
一日目に行わ
れた個人戦と団
体戦。個人戦ダ
ブルスでは出場
した二組共に四回
戦敗退。シングル
スではＰ２坂口君が
二回戦敗退。Ｍ３松林
君、Ｍ２田口君が三回戦敗
退という結果でした。
団体戦では、一回戦鎮西
学園、二回戦対馬高校に３
対０で圧勝し、準々決勝で
戦った西陵に０対３で完敗。
その西陵は八年連続優勝と
いう結果 ･･･
。 しかし、強
い相手と戦えたということ
は成長するチャンス。これ
を機にさらに進化したバド
ミントンを期待します。目
指せベスト四！
試合後、キャプテンの渡
辺君に一言インタビュー。

六月六日南山高校体育館
で口之津海上技術学校との
対戦を取材。ギャラリーに
は応援している人がたくさ
んおり、場所を取るだけで
も一苦労。
序盤から長工バスケの圧
倒的な力を見せ、どんどん
点差が広がりました。スピ
ード、ジャンプ、シュート、
そして応援と長工は負けて
いませんでした。中には、
声を枯らすほど応援をして
いた部員もおり、一丸とな
って戦っている証だと思い
ました。
試合終了後、顧問の中島
先生と校長先生にお話を伺
いました。
中島先生
Ｑ今日の感想は？
―全員出ることができてよ
かった。明日へのいいステ
ップ。
Ｑ明日に向けて
―瓊浦高校に勝って北陽台
と戦う。
校長先生
Ｑ試合はどうでしたか？
―安心して見れた。明日も
勝ってもらいたい。
翌日の瓊浦高校との試合
には残念ながら負けてしま
いましたが、来年の更なる
飛躍を期待しています。

更なる精進を！

Ｑエペが終わって今の気持
ち は？
―複雑です。はげそう。胃
に穴があきそう。
Ｑ午後から団体戦ですが、
それに向けて一言…。
―なんとしてで
も勝つ。
Ｑ．選手に一言
―本音は、はっ
たおすぞ。だけ
ど、勝ちにいく
ぞ。
団体戦では負け
てしまった長工
ですが、個人戦
でインターハイ
にいくフェンシング部。今
後の更なる活躍を期待して
います。

ー勝つことの大変さ。
三回戦で長崎北に敗れ、
ベスト十六。来年は更な
る前進を期待しています。

▲

強豪にあと一歩！

★女子バドミントン

よっしゃ
行くぞ！

★剣道

高総体二日目、長与町民
体育館で行われた剣道競技
の団体戦を取材。会場では
体育館の外にもウォーミン
グアップしている選手。か
なり緊迫した雰囲気。中で
は選手の気合いの入った声
が響いていました。
長工の剣道部は予選リー
グ一回戦長崎日大高校と対
戦し残念ながら負けてしま
いました。
（試合後インタビュー）
高比良君ー個人戦より団
体戦の方が良かったのはお
互いが頑張っているのを知
っていたから。ここまで本
当に頑張れた。（主将）
中川先生ー実力が発揮で
きなかった。

ベスト

★男子バレーボール

魅せたねばり！

★硬式テニス

六月七日、長崎市総合運
動公園かきどまり庭球場で
行われた個人戦。取材した
試合の対戦相手は長崎日大。
４―０の劣勢から大逆転し、
４―５で勝利。
試合終了後の倉本先生の
談話ー４―０からの逆転は
すごい。監督の力なしには
ここまでこれなかった。今
までにない粘りを見せてく
れた。
また会場で二年生部員に
も話を聞きました（和田君
・林田君）。
Ｑ今回を振り返って…。
―初めての高総体で緊張し
て実力が出かったので来年
は頑張りたい。
―もうちょっと長工生に応
援に来て欲しかった。
Ｑ来年に向けての抱負を…。
―上級生なので後輩を引っ
張れるように頑張りたい。
―部への昇格のために来年
は団体戦で一勝はしたい！

山本先生―選手は精一杯が
んばった。次は就職で勝っ
てください。
田川さん―勝ててよかった。
次は強敵だけど、勝てるよ
うに頑張る。
多良見体育センターでの
試合では、対戦相手はとて
も強く、ラインぎりぎりを
狙ってきたり、逆方向をつ
いてきたりとすごいプレー。
長工の選手も必死に食らい
つきましたが、二一対一九
と、とても惜しいところま
でいきました。気持ちで負
けないプレー、お見事でし
た。

エースをねらえ！

▲

なさそうに言う

前川先生
申し訳
ありませんでした！

▲

Ｑ．試合を終えての感想を… 中尾君（Ｊ２）
★
フ
ェンシング
Ｑ北九州大会に向けて
。
―暑かった ･･･
個人戦
―インターハイ目指して頑
Ｑこの三年間で学んだこと
インターハイ出場！
張ります。
は？
六月七日長工体育館での
Ｑ今回を振り返って…。
―ラケットの大切さ。
フェンシングの個人戦決勝
―天気にも恵まれ、Ｐ３の
を取材。フェンシングとい
ＭＪに助けられていい記録
えば北京オリンピ
Ｊ２ 中尾君
が出せてよかった。
ックにより有名に
★陸上 北
九州大会出場
Ｑ来年に向けて一言。
なりましたが、ル
―来年は表彰台に立ちたい。 ールが難しい…。
果敢に突いていく
∧長崎地区∨
そばから隙ができ
★バスケットボール
相手に取られるパ
残念！上位進出ならず！
ターンもあったよ
うです。一点取っ
たときのガッツポ
ーズには想いが詰
まっているようでした。
エペ終了後、顧問の大馬
先生にお話を伺いました。

綺麗かつ軽い
身のこなし

照りつける太陽の下、か
きどまり陸上競技場で行わ
た陸上競技。
一六〇〇メートルリレー
ではすばらしい速さで、長
工がトップに躍り出る場面
もあり、躍動感がありまし
た。その一六〇〇メートル
リレーでは写真を撮るため、
走らなくてもいいのにスタ
ンドの端から端まで走りま
した。当然のごとく変な目
。テレビ局の
で見られ ･･･
カメラが近くにありました
がその前に行き、邪魔な感
じでしたがそれでも撮影★
Ｐ３山田君と北九州大会
に出場するＪ２中尾君にイ
ンタビューをしました。
山田君（Ｐ３）
Ｑ試合を終えて…。
―みんな頑張りました。

▲

▲

▲さあ、こい！

逆に気を
お昼になり
「ファミマでいい？」
遣わせてしまって
コンビニへ・・・
と、申し訳

高総体一、二日目に行わ
れた諫早市小野体育館での
試合。体育館までの階段を

熱気！熱気！熱気！

★バドミントン男子

高総体取材

サッカー
バドミントン男子

セブンイレブンの しかしあるのは、

移動中・・・

長工一位！

▲突いて突いて突きまくれ！

睨み合い…

多良見体育センター・西
陵高校体育館で行われた試
合。西陵高校体育館ではＩ
２田川さんの試合を取材。
冷静なプレーで相手のミス
を誘い、また、強烈なスマ
ッシュも決まり、とてもい
い流れ。初戦は勝利。
〈試合終了後、顧問の先生
と田川さんに聞く。〉
村田先生―二セットとも十
点以内に抑えてもらいたか
った。でも、勝てる相手に
勝ててよかった。次はとて
も強い相手だけど、気持ち
で負けないようになればい
い。次もねばれ！

緊張の瞬間

▲

高総体ベスト８！

ファミマのみ

六日、島原商業高校体育
館で行われた試合では、最
初は好調だったもの、けが
人がきっかけで調子が崩れ
ていたようでした。
勝つことはできたものの、
初戦でけが人が二人もでて
しまったのでハラハラしま
した。
キャプテンにインタビュー。
Ｑこの試合について
ー怪我人が多く、思うよう
な試合ができなかった。
Ｑこの三年間で学んだこと
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▲強気な攻めを見せる長工

良さを語る私

▲パスで攻めるぞ！

れましたが、負けじと長工
★サッカー
もゴールキーパーの隙を突
次こそは
き、一点を取ったものの、
高総体二日目、試合会場 それ以上得点できず４ー１
で敗退。
は佐世保工業高校。
代休日でしかも佐世保に
さて、シード校である長
工の初戦の相手は佐世保商 も関わらず、多くの先生方
業高校。佐商がまず先制。 がお見えになっていまし
が、その後長工は一点取り た。終了後、感想を伺いま
返し、試合終了間際にさら した。
に一点追加。２―１で長工 〈先生方のお話〉
副校長先生―長工は個人
が勝利しました。
（試合終了後の主将談話） 的には高い技術力を持
―ノンストップで優勝まで っていると思う。
強い相手でも互角の
勝ち進みます。
三日目、三回戦の会場は 戦いに持ち込める
佐世保市総合グランド陸上 ようになって欲し
競技場。芝のグランドで、 い。
空も快晴。そして、暑い。 藤先生―けが人が
対戦相手は対馬高校。この 出ないかとハラハ
日も長工は終盤に得点を入 ラして見ていた。
れ、１―０で勝利しました。 みんな全力を尽く
この日は試合終了後、顧 していたと思う。
問の和泉先生と教頭先生に 宇慶先生―体格差
があった。まずは
話を伺いました。
和泉先生―今度はセットプ 筋肉増強！
レーからの点じゃなくて流 廣田先生―三年がす
ごく頑張っていた。
れからの点をとりたい。
教頭先生―勝ってよかった 情熱がこもった応援だ
四日目、前日と同じ佐世 った。
三日間サッカーの取材を
保市総合グラウンドで準々
決勝。長崎海星高校と対戦。 しましたが、サッカー部は
海星高校は手強い相手。前 応援に力が入っているなと
半から押され気味の試合展 感じました。和太鼓なども
開で前・後半各二点を取ら 使っており本格的。
サッカーはこの先全国高
校サッカー選手権を控えて
います。今後の活躍にも期
待したいです。

トミーな日々

～高総体
ｉｎ島原～

