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大浦海岸通りから南山手と浪の平を撮影した、明治20年代

後半の写真。道路の屋敷前には雨の日の人力車用に石畳が見

えるが、メインストリートは士である。石を積み上げた護岸、

松の木の街路樹、電柱がある。この頃の道路の構造と景観がわ

かる。右側には、浪の平造船所、山手にはグラバー邸が見える。
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2021年度定例事業について

長崎日英協会の2021年度定例事業は、新型コロナウイ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。

・理事会・通常総会 書面決議へ変更

・講演△ 中止

『クリスマス夜会202 1』開催

2021年12月9日(木)ヒルトン長崎で「長崎日英協会・長崎日米協会

合同クリスマス夜会2021」を開催しました。感染対策に留意して 2年ぶり

の開催となった本会は、在福岡米国領事館ジョン・C・テイラー首席領事を
^ 三含一

はじめ約80名の皆様にご参加をいただき、例年とは少し趣を変えた着座に ず',J二一鬼,,

よる美味しい料理とお酒、そして音楽を楽しむ大人の夜会となりました。

夜会は宮脇雅俊長崎日米協会会長の挨拶で開会し、ジョン・C・テイラー首席

領事に来賓挨拶をいただきました。また、スペシャルゲストとして JAZZ ピア

ニストの平戸祐介氏をお迎えしてジャズピアノの演奏を楽しみました。恒例の

プレゼント抽選会では今回も多くの企業・団体様から豪華なプレゼントをご協

賛いただき、会場は大いに盛り上がりました。

JAZZ ピアニストの平戸祐介氏

旧グラバー住宅りニューアル記念セレモニーに参列

2021年12月24日(金)旧グラバー住宅で 1,
,

リニューアル記念セレモニーが開催され、当

協会からは山口事務局長が出席しました。
M
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式典では田上長崎市長の挨拶、来賓祝辞に

続き「長崎居留地男声合唱団」による合唱が テープカットの様子

披露され、テープカットのあと全面オープンとなりました。

現存している写真をもとに再現された生活感のある展示やAR技

術を使った展示(注)など興味深い施設となっています。りニューアル

された旧グラバー住宅に一度足を運んでみてはいかがでしょうか。

(注)スマートフォン等を利用してカメラを通して見える現実の映像に内部の構造や

昔の様子などの映像を合成して表示される

、
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駐日英大使館へレン・スミス首席公使来訪

2022年3月24日(木)駐日英国大使館へレン・スミス首席公使が来崎

され、長崎日英協会の三井一明会長を訪問されました。

スミス首席公使からの「長崎日英協会の活動について」の質問から始ま

り、「今年はエリザベス女王の即位70周年(プラチナジュビリー)のお祝

いの年にあたるので、各地の日英協会ともお祝いを兼ねたイベントを協力

しながら行っていきたい」など、懇談は終始和やかな雰囲気の中で行われ

ました。
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現存している写真をもとに再現された展示
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ヘレン・スミス首席公使(左)と

三井会長
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長崎居留地男声合唱団による合唱

""砥'

、

、

、
智

'

゛
,
.

耐
.

"

'一
,
,
會

↓
・
剣

鳥
J



今年はエリザベス女王陛下の即位から70年を迎える記念すべき年です。英国では2022年6月2日から6月5日

までを【The Queen's platin師 Jubilee central weekend】とし、様々な祝賀イベントが開催されました。

『プラチナ・ジュビリー』とはプラチナ=70年、ジュビリー=記念祭・祝祭を意味します。

史上初の歴史的イベントとなった英国での奉祝行事についてお伝えします。

【プラチナ・ジュビリー】
エリザベス女王陛下在位70周年おめでとうございます!

6月2日(木)

O The Queen' S Birthday parade - Tr0叩ing the c010ur

~トゥルーピング・ザ・カラー~

祝典の始まりを告げる、女王陛下の誕生日をお祝いするパレード。 C010ur とは旗

のことで、王室メンバーや近衛兵など総勢 1500人、 200頭の馬、 400人の音楽隊が

参加して女王陛下の公式誕生日をお祝いしました。

O platinum Jubilee Beacons ~プラチナ・ジュビリー・ビーコン~

英国には王室の祝典など祝賀行事において、ビーコンと呼ばれるかがり火を灯して祝うという伝統がありま

す。プラチナ・ジュビリーでもこの伝統を受け継ぎ、英国全土など1,500以上のビーコンが点灯され、祝賀の
意が表されました。

6月3日(金)

O service of Thanksgiving ~サービス・オブ・サンクスギビング(感謝礼拝)

女王陛下の治世に感謝する特別礼拝がセントポール大聖堂で開催されました。

6月4日(土)

O The Derby at Epsom Downs ~第243 回英国ダービー~

エプソムダウンズ競馬場で開催される今年の英国ダービーはプラチナ・ジュビリーの祝賀行事の目玉として開催
されました。

O platinum party at the palace ~宮殿でのプラチナ・パーティー~

郎C主催のコンサートであるプラチナ・パーティーがバ、ジキンガム宮殿で開催されました。世界でも屈指のエン

ターティナーが集まるこのショーの模様は、英国全士に生中継されました。

英国においてはこの他にも、女王陛下に捧げるオリジナル・デザートを

競うコンペ『プラチナ・プディック・コンペティション』や 2023年3月

まで行われる植林プロジェクト『クィーズ・グリーン・キャノピー』な

ど、『プラチナ・ジュビリー』をお祝いする数多くのイベントが開催され

ています。

皆さま、コロナ禍が落ち着いたら、ぜひ、英国を訪れてみませんか。

6月5日(日)

O The Big Jubilee Lunch ~ビッグ・ジュビリ ランチ~

「ビツグランチ」とは、地域の人たちが集まって楽しく昼食をとりながら紳を深めようという呼びかけで2009年

から始まった行事のことで、今年はプラチナ・ジュビリー奉祝行事の一環として英国各地で開催されました。友人

や近隣の人たちが集い、各地のコミュニティで独自のビッグランチが開催され、お祝いムードに包まれました。

O The platinum jubilee pageant ~ザ・プラチナ・ジュビリー・ページェント~

バツキンガム宮殿前の赤い道路「マル」を中心に開催され、英国の有名人やダンサー、ミュージシャンなど大勢

参加し、ストリートパフォーマンスや音楽、野外劇イベントが開催され、多くの人が『プラチナ・ジュビリー』を
祝福しました。

(写真はイメージ)

(写真はイメージ)



2021年10月2日(土)、ホテルセントヒル長崎で「第30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 16名が参加し、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位大渡玲央(おおわたりれお)
長崎東高等学校 2年

第2部 1位竹田実千花けdナだみちか)
猶興館高等学校 2年

第30回長崎県高等学校英語スピーチコンテストに後援

【大渡玲央(第 1部勝)の感想】
参加者のみなさん入者のみなさん

~ Ke即 thinki昭肌d ke即 Cha11e昭ing ~

この度、第一位という輝かしい賞をいただき、積み重ねてきた学習の成果が現れたことに対する純粋な喜びと、こ

こまで支えてくださった多くの方々への感謝を強く感じています。

私はコロナ禍での経験を題材に、逆境の中でも思案し続け前進することの大切さを主張しました。英語の学習を開

始して 8年が経過し、私の英語力は初期のころと比べるとある程度向上しました。一方で、どこまで上達しても、こ

とぱの学習の積み重ねに終わりはありません。今回の出場で得た経験を糧として、今後の語学学習にも現状に満足す

ることなく一層励んでいきたいです。

何度もごチ旨くださった先生方、また難しい時期にも関わらず大会を開催してくださった方々、本当にありがとう

ございました。

【竹田実千花さん(第2部勝)の感想】~ Livi昭 throU帥 Sexism ~

私は昨年初めてスピーチコンテストに参加し、第2部で3位になりました。今年もチャレンジしたいと思い挑戦し

た結果、 1位をとることができました。今回の題名は"1iving throU帥 Sexism"で、性差別に関して話しました。

みんなにこの問題の重要性を認識してもらいたいと思い、このトピックを選びました。

学校、テレビ、街、日常生活の中で最近見かけることが多い性差別についてのニュースですが、私はなくすべきだ

と考えています。私がアメリカに住んでいた時も、性差別についての問題を身近に感じることが数多くあったので、

世界的に解泱しなければいけない問題だと思いました。

このコンテストに参加して、相手の意見に耳を傾けることに加え、自分の意見をはっきりと、かつ効果的に述べる

ことの大切さを学びました。これらの学んだことをこれからの生活に生かしていきたいと思います。

第2位香川友里絵(かがわゆりえ)
武庫川女子大学文学部英語文化学科3年

2021年10月9日(土)「第 16 回長崎県高等学校英語ディベート大会」がオンライン開催され、県内各地から

4校4チーム 24名が参加して活発な討論が行われました。審査の結果1位に佐世保北高等学校、2位に諌早高等

学校の2校が選ぱれ、Ⅱ月 B e (土)、14日(日)に宮崎県で開催された九州大会に出場しました。

第16回長崎県高等学校英語ディベート大会に後援

2021年10月23日(士)「第 9 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」の本選が初め

てオンライン開催され、「グローバル社会の一員として考える」をテーマに予備審査で選出された 10 名が参加してハ

イレベルなスピーチを披露しました。

事前審査が終了し、本選出場者が確定した頃に新型コロナウイルス感染拡大の第5波に見錘われ、急邊オンライン

での実施に変更せざるを得なくなりましたが出場者はカメラの向こう側でジェスチャーなどを効果的に用いるなど、

質の高い内容に仕上がっており、新型コロナウイルスが蔓延してから約1年半、大学はりモートでの授業を実施する

間に学生のオンライン・コミュニケーションスキルが格段に上昇したことを実感できる結果となりました。

【審査結果】

第1位脇舛美菜(わきますみな)

早稲田大学文学部文学科社会学コース3年

第3位藤原美(ふじわらみゆ)

津田塾大学学芸学部国際関係学科3年
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第9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



活水女子大学国際文化学部英語学科狩野暁洋教授の講評

■第1位脇舛美菜 スピーチタイトル: TNly Diverse society

脇舛さんは高校生の時に、女性の友人から恋人がいると告げられので、「彼氏はどんな人?」と聞き返したところ、

その相手は男性ではなく女性であったという経験をしたそうです。その時に友人の心を深く傷つけてしまった思いか

ら、性的指向・性自認について深く学ぶようになったとのこと。性的少数者が生きゃすい社会を作るには、普段の生

活でどんなことに気をつけなければならないのかをスピーチの中でわかりやすく語っていました。

■第2位香川友里絵スピーチタイトル: A package of Life

香川さんは普段我々がスーパーなどで買う肉製品が、どのような環境で飼育され、商品として処理されるまでどの

ような過程をたどったのかバーコードなどを使って消費者が読み取れるシステムの導入を訴えていました。とても明

るい表情で、はっきりとした英語で語っているのが印象的でした。

■第3位藤原美 スピーチタイトル: Make Decisions for A11

藤原さんは日本で女性国会議員の数が少ないことが、待機児童問題など女性が社会で直面する問題への解決を阻

害していると指摘しています。解決方法として、クオータ制の導入を訴えました。クオータ制は逆差別のように考

えられがちですが、ジェンダーギャップ解消のために、多くの国が導入しており、ワークアンドライフバランスの

実現などの成果をあげています。思,、深いスピーチ内容でした。

2021年Ⅱ月6日(士)「第31回九州地区高等学校英語スピーチコンテスト」がホテルセントヒル長崎で開催され

九州各地から 14名が参加し、日頃の成果を発表しました。勝した 2人は九州ブロック代表として、全国大会出場

の切符を手にしました。第2部優勝の竹田実千花さんは県大会に続き九州大会でも勝という素晴らしい結果を残

しました。
U、=剛U●.生,1
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第1部 1位ハーンニーナ(はーんにーな)

宮崎県立宮崎大宮高等学校 2年

第31回九州地区高等学校英語スピーチコンテストに後援

第2部 1位竹田実千花けdナだみちか)

猶興館高等学校 2年

2021年12月19日(日)「第7 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」が活水女子大学東山手

キャンパスで開催されました。予備審査で選出された 10名が参加して日頃の成果を発表し、審査の結果、3名の入賞

者が泱定しました。入賞者には賞状等が授与されました。

位入江栞さん(長崎県立長崎東高等学校2年) ^

リ

~ used and abused children and our compassion ~
^

世界では子供を利用し、外国人などの支援者が抱ぐ憐情を利用して、お金
五3

を集めようとするビジネスが行われている例がある。これからの世界を担う
1 11若者にこそ知ってもらいたい客観的事実とそれに対する考えを述べる。

第7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

入者のみなさん

3位演向日葵さん(活水高等学校2年)
~ Let s start now in our own homes!~

最近、毎日のようにSDGS という言葉を耳にする。食品ロスと労働問題を一度に解決した捨てないパン屋」を
例に、私たちも彼らのようにまずは自分の家から小さな一歩を踏み出し、SDGSの達成を目指すべきだと述べる。

2位岸ふみさん(長崎県立諌早高等学校2年) 参加者のみなさん
~ we can be the cHANGE ~

近年、国家間の格差が広がり、多方面で問題化している。その顕著な例が食料分野である。私がこれまで取り

組んできた「廃棄野菜をキャンドルヘ」というビジネスプランの一部を紹介し、この活動を通して、私が考える
「世界を変える力」について述べる。

参加者のみなさん



~長崎の英国人紹介~

こんにちは!

私の名前はべンジャミンです。ベンと呼んでください。私はロンドン近くの「サンベリー

オンテムズ」という小さな町から来ました。 2019年に長崎市に引っ越してきて、今は、長
崎市内の5つの学校でALTとして教えています。

日本に来る前は、日本について、ほとんど何も知りませんでしたし、日本語もわかりま

せんでした。大学を卒業し、友達は全員ロンドンで仕事を始めましたが、私がやりたいこ
とはしばらく海外に住むことだけでした。世界はとても広く、ヨーロッパ諸国で週末を過

ごすよりも、海外で生活してみることにはワクワクすることがいっぱいあるとわかってい
ました。海外での仕事を何度かインターネットで検索したときに、日本でのALTの仕事

を見つけ、海外に行くのであれぱ、全く違う文化を持った遠く離れた場所に行ったほうが
いいと思い、日本に行くことを決意しました。言うならば、私は一生に一度の冒険がして
みたかったのです。

運んにちは1ぺンジヤミンです1

日本への引っ越しは、簡単ではありませんでした。日本語を話せないことで最初は本当に大変で疲れました。学校で
は、子供たちゃ同僚が言うことを理解することができず、たとえ英語て信舌しても、日本のポップカルチャーが何もわか

りませんでした。ある時、インターネットで見つけた日本のレシピをどうしても試してみたくなり、チャレンジしまし

た。食材りストを持って店内を歩き回り、漢字を確認しながら1時間ほどかけて、ようやく正しい食材を購入すること
ができました。とても疲れました!

来日当初は日本語がわからず、いろいろと苦労しましたが、こうして親切な、.、
fl゛',.畢,、'゛ι

1
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友達の助けを借りながら、たくさん勉強し、苦しみながらも日本語を理解する
〔、'゛'t、"' .、

'、＼';
1

ことができるようになりました。その結果、私にとって人生最大の収穫の 1つ 、念
^'

尋

として、わずか 1年でJLPTN2 (日本語能力試験2級)に合格することが 、^ミ..、

・・,＼、・ ,Fできたのです。
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言語だけではなく、日本の文化について学ぶことは信じられないほど面白く JJ'
』

て充実した経験でした。日本の文化で好きなものをすべてりストアップするこ
とは難しいですが、温泉は絶対に最高だと思います。もちろん、私は日本に来

、
る前に温泉に行ったことはありませんでしたが、今では心から温泉を愛してい

ます。最高の温泉を見つけることは私の楽しみになり、旅行する度に、できる

だけ多くの温泉に行くようにしています。

私の最高の思い出のーつは、四国で滝と激流のそばの温泉につかったことです。大自
然に身を浸し、心から幸運だと感じました。まるで、天国にいるような気分でした!イ

ギリスに帰ると、定期的に温泉に行けなくなるので、とても残念です。自分で作って、
オープンしなけれぱいけないかもしれません!

日本に来て 3年になりますが、やりたかったことは、すべて経験できています。想像
以上に日本中を旅してきました。北海道でスノーボードをしたり、沖縄でスキューバダ

イビングをしたり、屋久島の森を散策したり、言い尽くせないほどのたくさんの思い出
があります。そして、自分を歓迎してくれた日本の文化を一層愛するようになりました。

私が長崎で特に大切にしていることのーつは、平和への思いです。日本に来る前に、
私は原爆について少しは知っていましたが、それほど詳しくはありませんでした。長崎

に住んでいると、被爆者の体験を聞いたり、原爆が落下した直後の街の光景を見たりす

ることができます。長崎が悲しい過去を乗り越えて、平和な社会を推進していくことは
尊いことだと思います。日本にどれだけ長く滞在するかわかりませんが、長崎の平和イ

ベントを手伝うことができるように、日本語を上達させたいと思っています。この国は
私をとても歓迎してくれました。ここに来る機会を得たことに日々感謝しています。

.編集
住所

新規会員募集中!
長崎日英協会では新規入会の会員を集中です。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。

個人会員年会 5,000円

法人会員 10,000円

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