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上野彦馬によって撮影されたグラバー住宅付近か

ら長崎湾奥を見た写真。長崎湾の中央におびただし

い数の艦船が結集している。明治・大正・昭和と長崎

湾の埋め立てが進み、現在は長崎湾のこのような広

大な姿を見ることはできない。

幕末から明治初期の開港後の雄大な長崎港の姿を

撮影した写真である
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長崎日英協会の2020年度定例事業は、新型コロナウィルス感染拡大を受け、次の通り変更

又は中止となりました

書面決轟へ変更・理事会・通常総会

中止・i諭寅会

中止・クリスマス夜会2 02 0

2020年度定例事業について

第41回グラバー顕彰式に出席

2021年3月10日(水)~19日(金)長崎ブリックホールで、長崎市

主催のながさき異文化ちゃんぼんフェスタ~展不で楽しむ国際交流~

が開催されました

このイベントはさまざまな国の文化に対する理解を深める

ことを目的とし、例年、ステージイベントやブース出展な

どで賑わいますが、今回は新型コロナウイルス感染拡大防

止のため、例年とは異なる『展示』と『動画による開催

となりました。当協会は「英国の文化」と協会の活動内

容について展不を行いました。

2020年9月19日(士)、グラバー園で、

長崎市主催の第41回グラバー顕彰式

が執り行われました。式典には田上長崎

市長をはじめ、英国と親交のある団体の

代表者が出席し、日本の近代化に貢献し

たトーマス・グラバーら外国人商人を偲

んで献花を行い、その功績を称えました。

当協会からは小川会長が出席しました。

ながさき異文化ちゃんぽんフェスタに出展

<長崎ブリックホール2階ギャラリー>
各団体が国際交流活動の内容や関係国の文化等を
紹介した展示の様子
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2020年10月10日(土)、ホテルセントヒル長崎で

第29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。大会は、県内各地から 30名(16校)

が参加し、第 1部(海外滞在未経験者)と第2部(海外

滞在経験者)に分かれて日頃の成果を発表しました。

【審査結果】

第1部》

1位金巻廩さん

2位八木あかりさん

3位北村遥奈さん

第2部》

1位佐藤理咲さん

第29回長崎県高等学校英語スピーチコンデストに後援

【金巻廩さんの感想】 rTiny Aclion but Huge progress

私は最初、このスピーチコンテストに参加するのを迷っていましたが、大会に参加しようと思え

たのは新型コロナウイルスの影響が大きかったと感じていますコロナウイルスは、私たちの生活

を 180度変え、楽しみと活躍の場をことごとく奪っていきました。コロナは、数々の「できない

→仕方がない」というサイクルを生み出し、自身もこのサイクルに巻き込まれ妥協することも増

えて、楽な方へ逃げそうになったり内向的にとどまったりしがちになることが多くなりました。

方でコロナを言い訳のようにして妥協する自分に嫌気がさしているのも事実で、そのような自分を

奮い立たせるためにも、少々きつくても参加しようと決意しました。私はこのスピーチコンテスト

に参加して、スピーチの技能に関することはもちろん仲間の存在の大きさ、先生方とのつながり、

コロナを園い訳にせずに挑戦し続けることなど、多くの大切なことを学び吸収できたと思います。

これからも制限のある暮らしが続くことは否めませんが、今回学んだ事をいかして妥協のない日々

を送っていきたいです。

(長崎東高等学校)

(長崎東高等学校)

(聖和女子学院高等学校

(諌早高等学校)
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【佐藤理咲さんの感想】 Japan' S Most c0皿Ⅲon sporl

私は回連続参加させていただきました昨年と比べ参加人数が多く、緊張しながら臨みました

がとても満足のいく発表を行うことができました。今回は前回に比べて新型コロナウイルス感染防

止の対策も大変だったと思われますが大会を運営してくださった方には感謝しかありません。あり

がとうございます。私は今回のスピーチコンテストを通して自分に自佑を持つことの大切さを学び

ました

このコンテストに出たからこそ得られた自
→1ンテ1トイロを、英語を使って話す以外の場面でも生かし

たいと思います。この大会で得られた経験を糧
を

にこれからも精進していこうと思います。長崎 ^
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の学生にはこれからもこのスピーチコンテス

トを通して英語の楽しさを学び、人前に出て話

す勇気をつけていってほしいです
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入賞者のみなさん

参加者のみなさん
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安政5年 a858)、諸外国との修好通商条約が

結ばれた後、長崎は開港場として自由貿易を開始

し、外交事務が始められました。この建物は英国

領事館として、上海の英国技師ウィリアム・コー

ワンの設計に基づき、長崎市大浦町の後藤亀太郎

が施工、明治41年 a908)に完成しました。

当初からの本館・附属屋・職員住宅をはじめ、

門・塀にいたるまで敷地全体にわたって往時の姿

をよく保っており、明治後半期の洋風建築とし

て、造形・意匠の面からも、歴史的並びに景観上

貴重であるばかりでなく、近代日本外交史の端

を木す資料としても価値が高い建造物となって

います

旧長崎英国領事館のご紹介

旧長崎英国領事館の建物は原爆投下後も奇跡的に軽微な被害に止まり、長崎市は19邪年(昭

和30年)に士地建物を購入し、保存することにしました。 1957年(昭和噐年)に長崎市児童

科学館としたのち、1993年(平成5年)からは長崎市野口彌太郎記念美術館として多くの人々

に親しまれてきました。

1990年(平成 2年)には国の重要文化財に指定されましたが、 2004年(平成 16年)の調査

で建物の老朽化が判明し、般の入館は危険であるとのことから 2007年(平成 19年)に同美

術館を平野町の長崎市平和会館 1階へ移転し、現在は2呪5年(令和7年度)の完成を目指し建

物の保存修理を行っています。
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国指定重要文化財

指定年月日平成2年3月19日

長崎市大浦町 1番37号所在地
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出典兀:長崎市ホームヘージ
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<保存修理工事着工前の正面>

鉄板葺きの屋根
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<敷地裏手の職員住宅>

煉瓦造と木造
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【建物】

旧長崎英国領事館の設計はクィーン・アン様式が採用されており、周囲にべランダを巡らし赤煉

瓦に砂岩の帯がアクセントとなった外観になっています。附属建物や塀も含め、創建当時の状態で

保存されていて、建築時の設計図や仕様書も残っており(長崎歴史文化博物館蔵)、明治後半期の

洋風建築として、また、近代日本外交史の端を知る資料としても貴重な財産です

《着工前》建物内部

<本館1階の応接室>
中央に写るものはオーダー柱とアーチ

《修理の様子》

■■

本館1階1、おいて撤去されていナ・
煉瓦壁を復原している様子

【再オープン】

2促5年(令和7年度)秋に再開予定です。建設より約Ⅱ0年余り大規模な修理等は行われて

いませんでしたが、今回の耐震補強を含めた保存修理工事で、明治後半期の領事館の姿に復原さ

れます。当時の領事の仕事や生活がどのようなものだったか理解できる活用(展示)も検討して

おりますので、開館後は度足を運んでみてください。

如
、

<本館2階の階段>

4尽

、
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職員住宅煉瓦棟において階段踊場の
手摺を解体している様子
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<絵葉書にみる当時の領事館>
当初は屋根が瓦贅きであったことが分かる
今回の修理で瓦葺きへ復元される
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完成後(イメージ図)
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写真提供 長崎市教育委員会



~長崎の英国人紹介~

長崎県立佐世保南高等学校 ALT

こんにちは!エリザペス0バー回[です[
こんにちは!エリザベス・バーローと申します。よろしくお願いします。

南イギリスにある耳orthi昭という町の出身です。実は北イギリスに生まれまし

たが子どもの時に WOHhi開に引っ越したので、ここが私のふるさとです。

訴ortM船は小さい町で人口は十万ぐらいです。南イギリス海岸にあります。

Worthing の有名な場所は The pier と CisS加ry Ri鴫「Rom即 Settle鵬nl sile,

歴史的な場所」です。人気のスポーツは Cricket と b0肝IS です。 Arldec0 の建築

もあります。写真をご覧ください。

イギリスの大学では心理学を勉強したので、心理学者の助手として働いていました

2019年から長崎県の佐世保市に住みIET プログラムのALT 「外国語指導助手をして

います。仕事はとても楽しいです。生徒はいつも元気で面白いです。私の職場の同僚の

皆さんはとても優しくていい人たちだと思います。日本に住んでいると毎日がとても楽

しいです。

日本に1丁ったら新しい経験をしたい」と思っていたので色々
The Dome cinema

な経験をすることができてよかったです。

番良い思い出は友達と緒に新しい場所に行ったことです。(コロナの前ですが...)

例えば福岡市や長崎市です。そして五島の小値賀島などいくつかの島にも行きました。

日本に住む前にも日本に来たことがありますが、九州には行ったことはありませんでし

た長崎県には面白い歴史があると思います。だからこの県に住んでよかったです。

二つ目は日本の文化を学ぶことです。日本に行ったことがある外国人は日本の文化に興味

を持ちます。私も同じです。私は臼本の茶道と高齢化社会について興味を持っています。

日本では、たくさん良い時問を過ごすことが出来ました。しかし残念なことがーつありま

す。咋年の夏に「ムカデの事件」がありました!朝靴を履く時にムカデと出会ったのです。

彼は私の靴の中にいました。人生の中で最高に怖かったことです日本は大好きですが日

本の虫に慣れることが出来ません。もし虫に慣れればずっと日本に住み続けると思、いま

す。今年の夏、ムカデと出会わないことを祈っています。

皆さんも気を付けましょう!

御船山
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Worthing pier

小値賀島
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新規会員募集中!

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

いらっしゃいましたら是非ともご加入をお奨めいただきますようよろしくお願いいたします。

年会費個人会員 5、000円

法人会員 10000円

編集・発行/長崎日英協会(株式会社長崎経済研究所内)
住所:〒850-8618 長崎市銅座町1番11号十八親和銀行本店内

担当者:高橋・柄本
TEL:095-828一認59 FAX:095-821-0214
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