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右上に明治15年建設の活水学院ラッセル館と明治元
年建設の東山手十二番館個指定重要文化財}がみえ
る。東ι11手中腹の二股道路交点上にあったⅡ番の英
国国教会の敷地から撮影したもの。十二番館下の敷
地1一はまだ 1 棟しか建物は建っておらず、オランダ
坂がそのまま見えている。明治20年前後の撮影とみ
られる。

写真:長崎大学附属図書館所蔵
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加玲年度理事会・通常総会・講演会開催

2018年度理事会 2018年度通常総会

2018年6月Ⅱ日明)、 ANAクラウンプラザホテル長崎グラバーヒルで「2018年度長崎日英協会

理事会・通常総会」を開催いたしました。総会には約卯名が出席し、「2017年度の事業・決算報告」

及び「2018年度の事業計画・予算」等が審議承認されました。総会終了後、 NP0法人長崎コンプラ

ドール理事長桐野耕氏に『写真でさるく「長崎外国人居留地」』と題してご講演いただきました。

桐野氏は「長崎さるくガイド」としての経験を活かして、南山手・東山手の「今の写真」と「昔の写

真」を対比し「100年たって変わった風景」「100年たっても変わらない風景」について解説されまし

た。新旧の写真を見ながら南山手にまつわる人々の歴史的秘話など興味深い話を聞いていると、まる

でガイドと緒に魅力的な南山手界隈を「さるく」しているような気分になりました。

、^

ご講演される桐野耕

ジョイ・M・サクライ首席領事

2018年12月6日(木)、 ANAクラウンプラザホテル長崎グラバーヒルで「長崎日英協会・

長崎日米協会合同クリスマス夜会2018」を開催いたしました。

今年で 10回目となる本パーティーには、在福岡米国領事館より3名の領事(ジョイ・ミチコ・

サクライ首席領事、ダニエル・ラコブ政治経済扣当領事、アンドリュー・ステープルス総務部・

領事部担当領事)をはじめ約 120名の方々にご参加いただきました。パーティーは宮脇会長の挨

拶で始まり、ウィリアム・ハガティ駐日米国大使のビデオメッセージ、そしてサクライ首席領事

に来賓挨拶をいただきました。毎年恒例のプレゼント抽選会では例年以上に多くの企業・団体様

から豪華なプレゼントをご協賛いただき、会場は大変盛り上がりました。また今年は長崎大学の

学生の皆さんも多く参加し、「今まで接したことがない領事の皆様と楽しく会話することができ

大変貴重な体験ができました」と、とても喜んでおられました。

クリスマス夜会2018開催

氏

パーティーの風景

、、、

プレゼント抽選会



駐日英国大使ご夫妻主催昼食会に出席

醒厘

ホール・マデン駐日英国大使(左)

と小川会長

幽裂屡
翌冒■

2019年2月8日(金)、駐日英国大使公邸で、ホール・マデン

駐日英国大使ご夫妻主催の昼食会が開催されました。全国各地

の日英協会会長が招待を受け、長崎からは小川会長が出席しま

した。昼食会は伝統と格式のある素晴らしい建物の中で大使ご

夫妻を中心に様々な情報交換を行いました。

長崎市ラグビーキャンプ誘致委員会へ協賛金贈呈

'1,

1朗圏

2019年3月13日(水)、長崎日英協会は長崎市ラグビーキャンプ誘致委員会へ「スコットランド

ラグビー代表チーム事前キャンプ費用として協賛金50万円を贈呈しました。贈呈式には、当協会

から小川会長、牧副会長、松藤副会長が出席し、長崎市ラグビーキャンプ誘致委員会田上富久会

長(長崎市長)へ目録の贈呈を行いました。

贈呈式で小川会長は「長崎で世界最高レベルのプレーを目の当たりにできることを心待ちにして

います。選手達のフレーが将来を担う子供たちに夢と感動を与えてくれることを期待しています。」

と挨拶しました。田上会長からは「スコットランド代表チームが最大のパフォーマンスを発揮でき

るよう有効に活用させて頂きます。」との謝辞を頂きました。
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異文化ちゃんぽんフェスタに出展

クイズに答える来場者の様子

2019年2月2日(士)、長崎ブリックホールで長崎市主催「ながさき異文化ちゃんぽんフェスタ」

が開催されました。本イベントはさまざまな国の文化に対する理解を深めることを目的に開催され、

7団体がステージで「日本舞踊」や「民族楽器演奏」等を披露し、18団体がブースで「民族衣装試着」

や「ものづくり体験」等を通して各々の活動を紹介しました。

長崎日英協会はグラバーパイプバンドと協力して英国の文化について紹介しました。当協会は子

供たちにイギリスに関するクイズを出題したり、毎年佃例の紅茶とお菓子を振舞いながら、さまざま

な英国文化を紹介しました。

グラバーパイプバンドのブースではバグパイプの演奏やキルトの試着体験ができ、遊びにきた子

供達は大喜びでした。小さな子どもから大人まで多くの方が各ブースに足を運び、各国の様々な文化

を体験し楽しい 1日を過ごしました。

天候にも恵まれ、会場は訪れた約800人の市民で過去最高の賑わいとなりました。

第13回長崎県高等学校英語ディベート大会に後援

紅茶とお菓子の振錘い

2018年10月13日(士)、長崎県立佐世保西高等学校で

「第 13回長崎県高等学校英語ディベート大会」が開催さ

れました。

【審査結果】

第1位佐世保北高校

第2位長崎北陽台高校

第3位佐世保北高校

ベストディベーター賞田中貴瑛さん(佐世保北高等学校)

バグハイプの演奏体験

佐世保北高等学校メンバーの感想】

0ディベート大会に参加して、英語で伝える力が向上したと思います。英語で話すことは得意では

ありませんが、考えていることが伝わることがとても嬉しかったです。英語がより好きになりま

した。また、調べる力も身に付きました。これからの時代、情報を取捨選択し吟味する力が必要

とされてくると思います。そして何より、協調性が身に付きました。一緒に頑張ってきたチーム

の仲間との紳が強くなりました。ディベート大会で身についた力は今後の人生で大きな財産に

なると思います。

0私は人前で話すことがあまり得意ではないのですが、ディベート大会を通して自分の考えたこ

とを伝えることの面白さや嬉しさを知り、話すことが以前より苦手でなくなりました。試験が重

なり忙しく大変な時期でしたが、チームのみんなと助け合って頑張ってきた時間はとても楽し

く充実したものでした。今回得た力や経験を大切に、これからの学校生活を送っていきたいで

す。

讐。ξ



第6回活水女子大学エリザベス・ラッセル杯英語スピーチコンテストに後援

2018年10月20日(士)、活水女子大学東山手キャン

パスで「第6回活水女子大学エリザベス・ラッセル杯

英語スピーチコンテスト」が開催されました。

【審査結果】

第1位

第2位

第3位

活水女子大学国際文化学部英語学科准教授狩野暁洋

坂井梨矩さん(九州ルーテル学院大学人文学部人文学科4年)

ホアンティインハンさん(福岡女学院大学国際キャリア学部国際英語学科2年生)

橋本佳奈さん q舌水女子大学文学部・英語学科2年)

スピーチコンテストのテーマは、「グローバル社会の員として考える」です。本学が参加す

る国連アカデミック・インパクトωNADの原則にもとづき、探求、意見、演説の自由や教育の

機会、国際市民としての意識、平和、持続可能性、異文化間の対話や相互理解などの内容に関

するスピーチを募集し、九州内のみならず東京、関西からも応募があり、本選では、予選を通

過した 10名が優れた英語スヒーチを披露しました。

【坂井梨矩さん】

坂井さんは「creatingan lntemational Mind」と題して熱弁され自らの異文化経験をもとに、

どのように海外の人たちとの交流を深めてゆけばよいのか提案しました。流暢な英語で、テン

ポもよく、ジェスチャーやアイコンタクトを効果的に使いながら、要点を明確に仏えました。

【ホアンティインハンさん】

ホアンさんは「Act Now or pay ιate」と題して熱弁され、ベトナム人留学生の立場から、日

本人学生が当たり前であると思っている教育を受ける権利を多くの発展途上国の人たちが享

受しておらず、特に女子教育の遅れが社会に深刻な影響を与えていることを指摘しました。発

展途上国の教育問題を先進国の人たちにもっと知ってほしいと切実に訴えかけ、聴衆の関心を

引きつけました。

【橋本佳奈さん】

橋本さんは「Real Hospitality」と題してスヒーチし、自身がグラバー園の近くにある喫茶店で

アルバイトをしていた時、外国人が店に入ってきたので、英語で話しかけたところ、怪誘な顔を

された経験について語りました。東京オリンピック開催が決まってから、「おもてなし」という言

葉が流行っているが、何が相応しいおもてなしかは、相手によって異なっており、臨機応変に対

応する必要性があることを訴えかけました。異文化交流の難しさを考えさせるスピーチ内容で、

第3位入賞を果たしました。他にも、ポランティアから学んだ体験談、自死遺族への声のかけ方、

自身や家族が抱える病気や障がいとどのように向き合うべきかなど、内容は多種多様で、多くを

考えさせる大会となりました。

'』重i心:^乳首ψ宅^"



2018年10月6日(士)長崎県立佐世保南高等学校で、「第27回長崎県高等学校英語スピーチコ

ンテスト」が開催されました。開催予定の 6日(士)に長崎県全体が台風という敵に見舞われそう

だとの報が入ったため、長崎県英語研究会会長は 8日綱)に佐世保西高校での開催という判断

を下しました。7日(印の夜は何度も司会原稿を音読し、印寺間になれば始まるのだ。もう腹をく

くってやるしかないのだ。」と自分に言い聞かせて会場に入ったのをはっきりと覚えています。当

日所懸命に練習する参加者たちを見ていると、「こんなに所懸命な参加者がたくさんいるのだ

から、私がどぎまぎして、コンテストを台無しにはできない!と思い腹がくくれました。

スピーチコンテストでは参加者人人の発表に心力井丁たれました。テーマは様々でしたが、

身の回りの出来事や世間をにぎわせていること、差別を扱ったものまでありました。人種差別・性

差別・地域差別等。自分だけの視点ではなく多角的な視点から堂々と意見を述べる姿は頼もしい

若者たちの姿そのものでありました。自分の考えを人前で発表するのは勇気が必要ですが、参加

者は母国語である日本語ではなく学習して習得した英語で述べていて、このスヒーチコンテスト

を迎えるまでにどれほどの努力がなされてきたのだろうかと考えるとさらに感動して心力斗丁たれ

ました。参加者に寄り添い、励まし、時には叱吃しながら御指導された先生方の努力、見守った保

護者の方々の御心痛を考えると涙があふれてきました。「たくさんの感動をありがとう。」と心の

底からそう思いながら終わりを迎えました。

本当にたくさんの方々のご協力を頂き、事務局だけの力では開催にもこぎつけなかった、と心

から思います。参加した高校生、御指導された先生方、見守られた保護者の皆様、また、物心両面

で御協力いただいた方々に心からの「ありがとうございました」を送りたいと思います。

第27回長崎県高等学校英語スピーチコンテストに後援

県高校生英語スピーチコンテスト事務局浦史子

第39回グラバー顕彰式に出席

2018年9月15日(士)、グラバー園旧グラバー住宅前で、長崎市主催「第39 回グラバー

顕彰式」が行われました。式典ではグラバーの故郷であるスコットランドの民族衣装を着た

長崎市長をはじめ、来賓の方々による献花、長崎居留地キッズコーラス、長崎居留地男声合

唱団の合唱、グラバーパイプバンドによるバグパイプの演奏が行われました。当日はその他

英国と親交のある各団体の代表者も出席され、日本の近代化に貢献したグラバーをはじめと

した長崎の外国人居留地の人々の功績を称えました。長崎日英協会からは高橋事務局長が出

席しました。



第5回活水女子大学高校生英語プレゼンテーションコンテストに後援

2018年12月8日(士)、活水女子大学で「第 5 回活水女子大学

高校生英語プレゼンテーションコンテスト」が開催されました。

【審査結果】

第1位レビックヴァンさん(福岡第高等学校2年)

第2位吉川さくらさん(宮崎県立五ケ瀬中等教育学校5年)

第3位山崎智さん(長崎市立長崎商業高等学校3年)

【レビックヴァンさんの感想】 LET'STAKEACTO
TOCHANGETHEWOR

私達が生きているグローバル社会は様々な国際問題に直面してい U翼U0此貞0貞1ιに"1""
NDG闘 0虻

ます。私はグローバル社会の員として国際問題を解決するため

にいろんな挑戦をしています。今回は日本人の高校生にアンケート

調査をして、国際問題を理解しているにもかかわらず、行動に移しておらず、その一番大きな理由

は自分達には何にもできないと考えているからだという事が分かりました。今回のプレゼンテーシ

ヨンでは私がクラスメートと行った活動を紹介しました。他の高校生達が何か行動を起こすきっか

けやヒントになったら嬉しいです。実は去年も応募したのですが、予備審査を通過できず本選には

出場できなかったので今回の優勝は驚きともに最高の喜びです。

2018年12月8日(士)、長崎外国語大学で「第 11 回

長崎外国語大学英語ボキャブラリーコンテスト」が

開催されました。 16校、 48名の高校生が参加し、日

頃の英語学習の成果を発表しました。

第Ⅱ回英語ボキャブラリーコンテストに後援

【審査結果】

第1位

第2位

ψ'
ノ

【佐世保西高校メンバーの感想】

0優勝できたので本当に良かったです。初めは緊張していましたが楽しい思い出

なりました。とても楽しく参加でき英語学習のモチベーションがあがりました

【諫早商業高校メンバーの感想】

0悔しかったけどとても楽しかったです。

0チームでつになって解くことができて楽しかったです。

佐世保西高校

諫早商業高校
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^ の人

こんにち1

^

こんにちは!私の名前はジェームズ・トデスコです。ロンドンの隣にある Rickmansworth という小

さな町の出身です。今25歳で、 2018年8月にALT の仕事を始めるために諫早にやってきました。家

族に「経験したことのない仕事をするため、地球の裏側にある国へ1人で行きたい!」と言ったら彼ら

は冗談だと思い笑いました。しかしその1年後、私は人生の新しいステップに進むため日本に来ました。

日本に来る前の4年問、心理学の学士を取るため勉強しながら教師の助手として働きました。その時

はこのままイギリスで人に教える仕事に就きたいなと思いましたが、その方で、イギリスを出てもっ

と新しい世界でいろいろな体験をしたいとも思いました。私の父親が37年間、日本の会社で働いてい

たため、日本人の同僚を家でもてなすことがよくありました。そのため私は日本という国で経験をして

みたくなったのです。そして日本で「JETプログラム」の教師として働くことにチャレンジしました。

これは私の人生の中で最高の決断だったと思っています。

長崎に住むことが決まった時は、長崎の原爆の悲惨さについて少しの知識はありましたが、その他の

情報を得ることが難しかったので、引っ越ししてから詳しく知ろうと決めました。私は日本が綺麗であ

ることを知っていましたが、長崎は特に海岸線やビーチ、みかんで覆われた山々が想像していたよりも

美しく、毎日ここで過ごしていてもっと長崎を好きになりました。長崎の人は格好がいぃだけじゃなく

て、すごく良い人ばかりだと思います。みなさん、おもてなしの心があり、私のように外国からきた人

の生活をいつも親切にサホートしてくれます。長崎に来る前は日本語力が乏しかったので英語を話すこ

とができない人が多いこの国で生活できるか心配でした。しかし「どんな試練でも超えることが可能!」

という考えをもって日本で頑張ろうと決めました。今でもその思いを持って過ごしています。日本語で

コミュニケーションを取ることができれは良いのですが、なかなかうまくいかない時もあります。でも

周りの人のおかげでたくさんの友達もでき、学校の仕事とコミュニティの生活を無事に過ごすことがで

きています。

まだ長崎に住んでから数ケ月しか経っていませんが、長崎が私にとって故郷のように思えてきました。

゛^ 0 卜勺今ス冨で・上

事務局より

新規会員募中!
長崎日英協会では新規入会の会員を募集中です。会員の皆さま方の中でご紹介いただける方がいらっし

やいましたら是非ともご加入をお奨めいただきまようよろしくおいいたします。

会費個人会員年会 5,000円

法人会員年会 1 0,000円

編集

住所
・発行/長崎日英協会(株式会社長崎経済研究所内)

〒8500861 長崎市江戸町 6番 5号江戸町センタービル5階

担当者:高橋・岩永

TEL :095 828一認59 F腿:095-821 0214
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