
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

教頭：谷口 英次   

２年ぶりに県高総体が開催され、上高の選手の皆さんは、各競技で素晴らしい試 

合を展開してくれました。本校では、部活動の遠征の際、早朝のフェリーで帰着し 

た場合は、その日の朝から登校しています。遠征の疲れにも負けず、学習と部活動 

の両立を頑張っている上高の生徒を頼もしく感じるとともに、心から応援したいと 

思います。 

 

生徒会役員選挙・任命式 

 ６月１７日（木）、生徒会役員選挙

が行われ、生徒会長に２年Ｃ組の篠

田聖心さんが当選しました。新生徒

会長のもと、生徒会役員も世代交代

しました。（右表）新生徒会役員を中

心に、上高がさらに盛り上がってい

くことを期待しています。 

＜新生徒会長あいさつ＞ 

みなさん、私を信じて票を 

入れてくださり、ありがとう 

ございます！上高をより活気 

ある学校にし、生徒会長の名 

に恥じないように頑張りたい 

と思います。一緒に最高の上 

高を作りあげましょう。 

   新生徒会長 篠田聖心 

                ６月５日（土）～８日（火）にかけて、 第７３回長崎県高等 

学校総合体育大会が開催されました。昨年は、新型コロナウイル 

ス感染拡大の影響で中止になり、悔しい思いをしました。今年は 

競技ができる幸せを噛みしめながら、各部とも力戦奮闘しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ソフトテニス男子】              【ソフトテニス女子】 

（団体）※２回戦から出場          （団体） 

２回戦 対 佐世保商業 ３－０           １回戦 対 長崎西 ２－１  

３回戦 対 大村工業  １－２        ２回戦 対 西陵  ０－３  

（個人）                  （個人） 

 山田・修行               ５回戦敗退      大島・森田             ５回戦敗退 

   福田・春田               ３回戦敗退    庄司・犬束             ２回戦敗退 

岩佐・網代 原谷龍・松村 ２回戦敗退    中原・原田 片山・大浦 １回戦敗退 

 大石・清原 木下・山口   １回戦敗退    築城・細井 宮原・阿部  １回戦敗退 

原谷大・山本        １回戦敗退 

 

 

教頭のつぶやき 

 

長崎県立上対馬高等学校 
No. １７５ ２０２１年６月３０日（水）発行 

                                                                          

                                                                  【陸上】※一宮：北九州大会出場 ６位入賞！！ 

                                                       女子１５００ｍ 佐名         予選敗退    女子８００ｍ   佐名   予選敗退  

                       男子１５００ｍ 春日亀 中村 予選敗退   男子５０００ｍ 春日亀 予選敗退 

                                                  男子８００ｍ  中村         予選敗退     女子７種競技※ 一宮 第３位(3632点) 

                                                    第３位 北九州大会出場権獲得！！ 

 

                                                  

会　　　長 ２年C組 篠田　 聖心 議　　　長 ２年C組 西原　 菜結

副　会　長 ２年C組 犬束　 音遥 副　議　長 ２年C組 齋藤　 眞央

２年B組 中村　 海築 ２年C組 梅野　 友珠

２年B組 山内　 優暉 ２年C組 春田　 康成

２年C組 佐護　 優奈 ２年C組 佐名　 来瞳

１年A組 阿比留理子 １年A組 大浦　 奈々

１年A組 永野　 隼士 １年B組 片山陽佳梨

１年B組 犬束　 海遊 １年B組 比田勝優茉

総　　　務 書　　　記

報道部より 

高総体期間中、各部の撮影に行きました。上高生が輝いているところや、活躍し

ているところをカメラに納めることができてよかったです。１、２年生には部活

動を通して、いろいろなことに挑戦してほしいです。 片山 弥咲(３年) 

 

 

【バレーボール男子】                     【バレーボール女子】 

１回戦 対 長崎北陽台 １－２       １回戦 対 長崎商業  ０－２ 

 

 

【剣道男子】  

１回戦 森山 対 長崎南山 １本負け       １回戦 内山 対 大村 １本負け 

 



第７４回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 北九州予選会 ６月１０日(木)、高総体報告会を行いました。 

各キャプテンから、部活動に関する熱い思いや感 

謝が伝えられました。 

 

              

 

 

 

 

       

 

 

 

６月１３日（日）、ボランティア同好 

会が、長崎市で行われたボランティア専 

門部生徒総会に参加し、活動報告を行 

いました。コロナウイルスの影響で校 

外での活動が制限されるなか、今年度 

はコンタクトレンズケース回収活動を

開始するなど、可能な範囲で出来ることを考え実行して

きました。他校の様子を聞き、同じ悩みを共有できたこと

で、日ごろの活動への意欲がより高まったそうです。 

 

陸上部３年の一宮真由さんが、県高総体の上位大会である 

北九州大会女子７種競技に出場しました。（６月１８日、１９  

日）種目によっては、県高総体では出せなかった自己ベスト 

を出し、見事６位に入賞しました。今後、８月に九州陸上競 

技選手権大会へ出場します。 

 
  

   

 

日々の記録 ～部活動～ 

野球部→ 第 103回全国高校野球選手権 

長崎大会に、猶興館高校・平戸高校との合 

同チームで出場予定です。７月１４日に 

上五島対口加の勝者と対戦します。 

←吹奏楽部 ７月２４日、２５日に開催さ 

れる長崎県吹奏楽コンクールに参加予定 

です。今まで練習してきた成果を出し切 

り、自分たちらしく演奏してきます。 

美術部→ 文化祭に向けた作品制作に取り組 

んでいます。 

 

  

  

 

 
 ７月                
１日(木) 期末考査(～６日(火))  

１４日(水) 高校野球選手権長崎大会 
１８日(日) 舟グロー大会 
２０日(火) 終業式 
２１日(水)～夏季学習会・三者面談 
２３日(金) 地区高校新人陸上大会 
２５日(日) 県吹奏楽コンクール 
２７日(火)～１・２年生インターンシップ 
 

８月 

９日(月) 平和登校日 
１９日(木) オープンスクール 
２０日(金) 九州陸上競技選手権大会 
２５日(水) ２学期開始式・課題考査 
２８日(土) 親志の会 

県ソフトテニス選手権島原大会 

男子ソフトテニス部：山田 青空（３年） 

私は３年間とても楽しく部活をすることがで

きました。それは顧問の先生をはじめ、最高の

メンバーでプレイできたからだと思います。本

当に感謝しています。後輩には、私たちが達成

できなかった九州大会、インターハイに出場し

てほしいと思います。応援しています。３年間、

支えてくれた方々、本当にありがとうございま

した。 

女子ソフトテニス部：庄司 愛花（３年） 

私は、今まで女子ソフトテニス部の皆と、一緒

に嬉しい思いをしたり、悔しい思いをしたりす

ることができて幸せでした。新チームになって

も、いつもの皆らしく笑顔で前向きに頑張って

ほしいです。３年生一同、応援しています。 

男子バレーボール同好会：山﨑 翔（２年）  

私は去年、少人数でバレーをしていました。人

数が少ない分、自分の欠点を見直すことができ

ましたが、練習のバリエーションが少なく苦労

しました。今年は人数が集まり、試合に出るこ

とができて嬉しかったです。今後１年さらに練

習して、勝ち進められるよう頑張ります。 

女子バレーボール部：大石 一葉（３年） 

今まで、たくさんの人のおかげで楽しくプレイ

ができました。本当に、私は恵まれていたと思

います。ありがとうございました。 

剣道部：森山 丈寛（３年） 

３年間少ない人数でしたが、顧問の先生、コー

チ、保護者の方々のおかげで楽しく活動するこ

とができました。今後は、３年生、１・２年生

とそれぞれの目標に向けてがんばっていきた

いです。 

陸上部：一宮 真由（３年）※北九州大会出場 

高総体では、選手一人ひとりの熱いレースを見

ることが出来ました。また、喜ぶ人の周りで、

涙を直す人をたくさん見ました。その光景を目

にし、自分には次の大会があり、より幸せで、

多くの人の涙を無駄にしてはいけないと感じ

ました。８月の九州陸上競技選手権大会にも出

場します。最後の大会になります。応援よろし

くお願いします。 

 頑張ってきた自分を信じて、また支えてくれた両親、先生方、コーチ、友達への感謝を

忘れずに、後輩が今後頑張れる理由となるように、感動を届けられるように頑張ります。 

◎美術部 

 

野球部 

吹奏楽部 

美術部 

７.

８
月
行
事
予
定 

 

８月１９日(木)９：００より、 

上対馬高校オープンスクールを開催します。 

部活動見学や模擬授業、上高生との交流会など 

予定しています。ぜひ、ご参加ください。 


