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8月28日（土）

向けて「仕事とは何かを知る」を目的に職場体験を行いました。準備では
体験先の企業を調べたり、生徒がお店に電話をかけ、当日の打合せ等を行
この２日間体験をしてみて、朝早くからお客様が気持ちよく来店できる
ように床や鏡を掃除したり、私たちの見えないところで沢山の仕事があること、楽しいだけではなく大変

今日、こうして皆さんと共に、1学期の終業の時を迎えられること、心から感謝したいと思います。
昨日の球技大会では、暑さの中でしたが、高校ではクラス対抗で、中学では学年縦割り班対抗による、
熱い戦いが繰り広げられました。１学期最後の行事として、それぞれの立場で、しっかり取り組んでい
ました。特に、バレーボール部や新体操部、体育委員の皆さんの準備、運営によって行事が支えられた
こと、心から感謝いたします。ありがとうございました。
さて、4月に新しい気持ちで学校生活に取り組んで、はや3ヶ月あまりが過ぎました。その間、新型
コロナウイルス感染の影響で、思い通りにならない事がたくさんありました。また、ウイルスとは直接
関係の無いところでも、思うようにいかない事がたくさんありました。しかし、そんな中でも、自分に
できる事を誠実に行ってきた皆さんは、程度の差はあるものの、それなりの成果を上げられました。
これから、夏休みを迎えますが、皆さんに３つのことを考えていただきたいと思います。
まず、今、大リーグで活躍中の大谷翔平選手の事が大きな話題になっていますが、かつて同リーグで
プレーしたイチロー選手は、「小さい事を積み重ねることが、とんでもないところへ行く、ただひとつ
の道だと思っています。」という言葉を残しています。小さくても、やるべきことや良いことを実行す
る積み重ねを大切にしたいですね。私も、最近の出来事の中で日頃の訓練や学習の積み重ねがいかに大
切か、ということを改めて学びました。
二つ目。皆さんと一緒に、再確認したい事があります。今日読んだ聖書の箇所（Ⅰコリント12:1226）についてです。私達ひとりひとりは、個性を持っています。神様から、異なる才能や役割を与え
られ、活かされています。自分とは異なる考え方のとなり人でも、神様にとっては大切なひとりひとり
であり、お互いが相手を尊重して、神様の一つの体を作り上げているのです。その事を再確認して、
「わたし輝く、ともに輝く」活水生でありたいと願います。そして、これから始まる夏休みを、一日一
日有意義に過ごしていきましょう。
最後に、社会のマナーを守って安全に過ごすこと。新型コロナウイルスへの対応はもちろんですが、
SNSなどで、人を傷つける書き込みをしたり、自分や友達の情報を勝手にアップしたりすることが絶対
に無いよう、お願いいたします。また、苦しい時には一人で悩まず、先生や信頼できる大人、あるいは
専門機関に相談してください。
二学期の始業式、成長した皆さんと会えることを、心から楽しみにしています。
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７月８日（木）、９日（金）の２日間、中学2年生が、キャリア形成に

うなど、主体的に活動しました。 （文責：樫原司門）

第一学期終業式（７月２０日）の講話から
校長 大岩 厚

夏のオープンスクール
＆ 英語科紹介

中学 職場体験に

な部分も沢山あることを知りました。しかしそれをこえるようなお客様の笑顔を見ることができる良いお
仕事だなと改めて学ぶことができました。（服部羽奏

花の日

体験先：弱酸性さとう美容室）

礼拝とお届け

7月5日（月）～8日（木）に花の日礼拝をおささげし、お花を近隣の病院や警察署、郵便局、幼稚園
などにお届けし、神様の恵みを分かち合いました。
6月に花の日礼拝を予定し、献金も合計102,000円が集まりました。しかし、感染症の拡大によりチャ
ペルに集まることができず、花の日礼拝を延期していました。長崎市内の感染症の拡大が少し落ち着いて
きましたので、花の日礼拝と訪問を実施しました。
7月5日（月）には、高校1年生がチャペルに集まり（他の学年は
教室で放送を聞き、礼拝をささげました）、講壇にお花を飾って、
花の日礼拝をささげ、その後、お花を認定こども園友愛社会館幼稚
園にお届けし、園児のみなさんと神様の恵みを分かち合いました。
6日以降も、中学生、高校2年生、高校3年生がチャペルに集まり、
花の日礼拝をささげました。そして礼拝後、長崎警察署、平木場荘
（高齢者デイサービスセンター）、さとみ皮膚科、やました内科、
そうだ眼科、陣内耳鼻咽喉科、さとみ歯科、こどもトレーニングセ
ンターしろやま（発達支援、放課後デイサービス）、こころねキッ
ズ（こどもデイサービス）、長崎北郵便局、富士見町郵便局にそれぞれお花をお届けしました。4日間合
計で350束のお花をお届けし、みなさんと神様の恵みを分かち合いました。 （文責：三河悠希子）

今月の聖句
あなたの天を、あなたの指の業をわたしは仰ぎます。
月も、星も、あなたが配置なさったもの。 (詩編8:4)
夏休みに入り、息子を連れて家族旅行に行きました。海で泳いだり、きれいな星空を見ながら、神様の
創造した世界の美しさを楽しみました。大きな海や星も造り、私たち1人1人を神様が造られ、全てを知っ
ていて守っておられるのです。
みなさんも学期中は忙しくて、星空を見たり、自然を楽しむ余裕なんてないかもしれません。だからこ
そ、少し余裕のある夏休みに、歩みを止めて、神様の造られた世界を見回してみて下さい。
（文責：三河悠希子）

働く女性のパネルディスカッション

放送 寄田さん 全国大会で優良賞
放送部の寄田愛莉さんが、第６８回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト全国大会(デー
タ審査）に出場し、準々決勝、準決勝と勝ち進んで、７月２９日（木）に行われたア
ナウンス部門決勝で優良賞を受賞しました。本校の平和学習部が「ふりそでの少女像」
に関する冊子を作成したという内容のアナウンス原稿で、平和学習部の活躍と平和へ
の思いを全国に届けました。（文責：森谷真紀）

中学新体操 Ｗ優勝
7月3日（土）にかささぎ長崎県予選会が行われまし
た。団体は昨年から全国大会で上位を目指せる構成で取
り組んできて、優勝することが出来ました。個人は、予
選2種目を競い上位8人が決勝に残ります。予選では、
2位小林、3位朝長、5位田中、6位増浦、7位近藤が残
り決勝に進みました。その後、決勝2種目の演技をし、
総合2位朝長、3位小林が入賞しました。結果、団体と
個人2名は、9月23日～25日佐賀県で開催される九州
地区予選会の出場権を獲得することが出来ました。
次に、7月25日（日）に県中総体が行われました。
今年2つの試合を終え、修正しながら試合に臨みました。
まだ、課題はありますが、練習した成果を出し切ること
が出来、結果は、団体優勝、個人優勝朝長、2位小林が
入賞し、全て九州大会の出場が決定しました。九州大会

吹奏楽 九州大会へ
７月２５日

第６６回吹奏楽コンクール

長崎県大会がありました。他の部活動と同
じように昨年度は全ての大会が無く、久し
ぶりの大会に気合いが入りました。
しかし、舞台袖ではマスク着用、一切私
語禁止、ステージ上においても演奏前後は
マスクまた、管楽器の生徒は各個人でペッ
トシートを持参しての入場でした。
色々な制約はありましたが、コンクール
がある喜び、演奏を聴いていただけるあり
がたさを再確認しました。
たくさんの方に支えていただき県代表を
勝ち取ることが出来ました。次は長崎県代

は、8 月9 日、1 0 日に

表として強豪校が集まる九州の中で「活水
サウンド」を響かせ、１人でも多く活水吹

大分県で開催されます。

奏楽ファンを増やせる演奏をしたいと思っ

全国大会出場を目指し、
残 り の期 間 を 大 切 に 練

ています。
九州大会は８月２２日（日）

習していきます。

岡サンパレスです。長崎からの応援よろし

（文責：向井杏奈）

九州高等学校弓道通信大会
２位

中村璃音

４位

綾部みなみ

女子個人の部

全九州高等学校アーチェリー 競技大会（佐賀市開催）
女子７０m

ベスト８

＊予選ラウンド8位通過

場所は福

くお願いします！ （文責：杉町たまみ）

弓道、アーチェリー
九州大会個人で善戦

瀬川藍瑠

６月３０日（水）、県内の様々な業種で働く女性として、Ｖ・ファーレン長崎の中井友美広報ＰＲ課
長、チョープロの荒木ゆい総務経理部長、長崎新聞社の嘉村友里恵記
者の３名をお迎えし、地元企業の魅力や進路の決め方などについてお
話をいただきました。
中井さんは、目の前の業務に懸命に取り組むことでやりがいを見い
だし、社内でのつながりが深まったと、仕事での充実感を述べ、荒木
さんは、地元を離れたからこそ故郷が好きなことに気付いたと強調し、
「長崎で働けることは幸せ」と話されました。ⅡＡの田添奏子さんは
「講師の3人が楽しそうに話していて、どんな場所でも積極的に行動す
ることが大切だ」と感想を述べていました。（文責：野田定延）

ダンス部、サマーライブ
７月13日（火）、
1 4 日（水）の昼休
み、体育館を会場に、
高校ダンス部の発表
会、サマーライヴが
開かれました。
７月3日のオープンスクールでも参加者
に好評だったダンスが、在校生に向け発表
されました。

活水女子大学入試説明会
７月１２日（月）、高校Ⅲ年生を対象に、
活水女子大学入試説明会を行いました。
大学の椎名雄一郎先生から、「小論文では
最初に結論を述べてから理由を書くと筋の通っ
た文章になる」ことや、「面接官は4年間いっ
しょに学んでいけるかどうかを知りたいので、
あえて受験生が準備してないような質問をす
る」など、採点者から見た受験生へのアドバ
イスをいただきました。（文責：古田雄介）

オープンスクール開かれる
7月3日(土)
第 １ 回 オ ープ ン
ス ク ー ル が開 か

〈音楽〉
ヴェルデ音楽コンクールピアノ部門長崎地区予選大会
自由曲コース高校生の部 金賞 松本英姫
ピティナ・ピアノコンペティション
岐阜地区 Ｊカテゴリー 優秀賞 三浦蓮月
福岡地区 Ｊカテゴリー 優秀賞 三浦蓮月
長崎地区 Ｆ級予選会 奨励賞 石川奈那美
〈図書〉
長崎県高等学校総合文化祭 図書部門
ライブラリーフェスティバル県南地区大会
図書館広報紙コンクール
優良賞 活水高校 図書委員会
（小畑、板森、三浦、藤原、山内、阿部）
感想（三浦、藤原）：他の学校の活動を聞き、積極
的に本校図書館でも取り入れていきたいと思いました。
ビブリオバトルでは、自分がまだ読んだことのない本
との出会いがあり、良かったです。
〈放送〉
ＮＨＫ杯全国中学生放送コンテスト
長崎県大会朗読部門 優良賞 渡辺なお

れました。
進 学 説 明の ほ
か 、 生 徒 の司 会
により、吹奏楽部のウエルカムコンサート、
各科コースのインタビューによる紹介、制
服ファッションショー、スクールライフ見
学、などが行われました。
県内外から多く
の中学３年生とそ
の保護者の皆様に
ご来校をいただき
ました。ありがと
うございました。

〈合唱：〉
九州合唱コンクール 長崎県予選
フェスティバルの部 銀賞 樟 Twinkle Stars
〈バドミントン〉
ＴＭ・ライン杯争奪夏季バドミントンダブルス大会
女子Ｂクラス 小山真由子・小森結衣 第２位
〈球技大会：バレーボール〉
高校 優勝 ⅢＤ
準優勝 ⅢＣ
予選突破 ⅠC、ⅠD、ⅡC、ⅡD
中学校（青組-赤組の学年縦割り戦）
1回戦、赤３０－青２５、2回戦、赤３０－青２８

