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　「第18回長崎県高等学校総合文化祭（しおかぜ祭）」の開催にあたり、一言、激励
のことばを申し上げます。
　今年、東京都で開催された第46回全国高等学校総合文化祭「とうきょう総文
2022」は、新型コロナウイルス感染症の影響により、一部の部門で観客を制限しての
開催となりましたが、本県からは、313名の高校生が県代表として参加しました。本大会では、自然科学、マーチ
ングバンド・バトントワリング、放送、将棋、新聞、弁論、書道、写真、パレードの部門で入賞するなど、本県高校
生の文化活動のレベルの高さを全国に披露してくれました。
　さて、今年で18回目となる県高等学校総合文化祭では、毎年、若さ溢れる演技や発表が披露され、高校生な
らではの爽やかなメッセージを発信してきました。
　いまだに続くコロナ禍において、生徒の皆さんも不安や不便を感じながら日々、活動されていることでしょう。
そのような中であっても、感染対策を図り、困難に向き合い、周りの人と協力しながら取り組んでこられた結果、
本日の開会を迎えることができました。今後も、皆さんが、それぞれの分野で切磋琢磨するとともに、各部門間で
も互いを高め合いながら、一層の文化力向上を目指してくれることを願っています。
　今大会のテーマである「風のパレード」に込められた想いは、「風」とは「文化の風」「文化に触れようとする人
の背中を押す追い風」のことで、少しずつ制限が緩和されつつある今だからこそ、たくさんの文化に触れてほしい
というメッセージが隠されていると伺っております。ぜひ、様々な文化に触れ、若々しい発想力と瑞々しい感性か
ら、多くの魅力的な表現を誕生させてほしいと思います。
　終わりに、高校生の文化活動の推進に日頃から御尽力いただいている先生方をはじめ、本大会の準備・運営
に携わってこられた関係者の皆様に深く感謝申し上げますとともに、この大会が大きな感動をもたらし、いつまで
も皆様の心に残る素晴らしい大会になることを祈念して、激励のことばといたします。

　「コロナ禍」が日常となって早２年半。この間、高校生の芸術・文化活動には経験の
ない数々の困難がもたらされました。各部門においてはそれまでの当たり前が当たり
前にならないもどかしさを抱えながらも、積み重なる困難の中でできる限りの工夫を
凝らし、それぞれの活動の灯を守っていただいています。芸術・文化に魅了され、同じ
思いの仲間とともに日々直向きに活動に取り組む高校生の皆さん、そして情熱をもって彼らに寄り添い導いて
いただいている指導者の皆様に、まずは敬意を表します。『しおかぜ祭』の総合開会式も、類に漏れずコロナ禍
の対応を余儀なくされてきましたが、今年は３年振りに来賓の皆様をお招きして有観客での開催ができるように
なりましたことを心から喜びたいと思います。
　さて、今年の総合開会式のテーマは「風のパレード」。高校生実行委員のメンバーが巻き起こす多種多様な
風は、会場はもとよりオンラインで視聴する皆様にも芸術・文化のよさをお届けし、芸術・文化活動への一歩を
後押しすることでしょう。困難の中で彼らが守り続け、そして皆様に届けたいとの一心で織りなすパレードをぜひ
ご堪能いただき、彼らが思いを込めた風に触れてください。そして、各専門部の部門大会や展示・発表に実際に
足を運んでいただき、彼らの風を直接五感で感じていただければ幸いです。
　最後に、本開会式を開催するにあたり、ご支援・ご協力いただいた関係の皆様方、そして実行委員のメンバー
の皆さんに心からの感謝を申し上げます。

　ようこそ！長崎県高等学校総合文化祭(しおかぜ祭)へ！
　本日から3日間、長崎県知事大石賢吾様をはじめ、多くのご来賓の皆様のご臨席を
仰ぎ、第18回長崎県高等学校総合文化祭(しおかぜ祭)が開催されます。生徒実行
委員一同、心より歓迎申し上げます。
　今年のしおかぜ祭のテーマは「風のパレード」です。このテーマの「風」とは、「文化の風」と「文化に触れようと
する人の背中を押す“追い風”」のふたつを指しています。ここ数年、新型コロナウイルスの影響で文化に触れる
機会が減少していました。しかし、今年からは徐々に制限が緩和され、人々の心を縛り付けていた過度な緊張が
ほどけつつあります。そんな今だからこそ、たくさんの豊かな文化に触れてほしいと考えています。このしおかぜ祭
では、多種多様な専門部や、個性豊かな生徒実行委員一人一人が「パレード」のようにそれぞれの分野で「文化
の風」を巻き起こしてくれるでしょう。そしてその風は、観客の皆さんが文化に触れる後押しとしての「追い風」に
もなるはずです。皆さんの心にそっと風を通す、そんなしおかぜ祭にしていきます。
　最後になりましたが、私たち生徒実行委員の話し合いに真っ直ぐ向き合い、支え、このしおかぜ祭の開催に
向けてご指導くださった先生方に心から感謝申し上げます。ここ佐世保の地に集った高校生の仲間たちはもちろ
ん、ご来場いただいたすべての皆様にとって、このしおかぜ祭が心に残るものでありますように。

激励のことば

ごあいさつ 生徒実行委員会委員長挨拶

第18回長崎県高等学校総合文化祭（しおかぜ祭）
総合開会式「風のパレード」プログラム

プロローグ
【開 会 宣 言】　生徒実行委員会副委員長　國本　明暉（県立佐世保西高校）
【国 歌 独 唱】　前川　晴香（県立清峰高校コーラス部）
【主催者挨拶】　長崎県高等学校文化連盟会長　平山　啓一
【県知事祝辞】　長崎県知事　大石　賢吾
【生徒実行委員長挨拶】　生徒実行委員長　小川　芳子（県立佐世保南高校）

第１部

第２部

第３部

【弁 論 発 表】　発表者は11月2日の大会において決定します。
【郷 土 芸 能】　県立北松農業高校権現太鼓部、県立佐世保西高校太鼓部
【マーチングバンド】　県立佐世保東翔高校吹奏楽部

【加盟校紹介】　生徒実行委員会制作
【高文連旗引継ぎ】
生徒実行委員会によるパフォーマンス

長崎県教育委員会教育長
　　中　﨑　謙　司

長崎県高等学校文化連盟会長
　　平　山　啓　一

長崎県立佐世保南高等学校
　　小　川　芳　子
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専門部活動紹介

美術専門部 　美 術 専 門 部 では、総 合文化 祭
（しおかぜ祭）において、高校美
術展（高美展）を開催しています。

絵画・デザイン・彫刻・工芸・現代アートの５つの部門に、毎
年500点近くの作品が出品され、見ごたえのある展覧会と
なっています。長崎県内高校生たちによる若さ溢れるアート
の数々を、どうぞご覧ください！

写真専門部 　写真専門部は、41校総部員数
600名からなる専門部です。毎年
10月半ばごろに開催される長崎県

高等学校総合文化祭県写真展を中心に、県南、県央、県北
での地区撮影会、また九州産業大学での技術講習会などを
企画し、生徒や顧問の写真技術の向上を図っています。

合唱専門部 　感染症の影響で様々な合唱関
連 行 事が中止になっていました
が、昨年度から全国的にもようや

く手探りの状態で、少しずつ再開されつつあります。本県で
も合唱専門部は昨年度と今年度、総合文化祭を実施するこ
とができました。そこにはまさに輝くような高校生の笑顔と
歌声があり、会場を魅了しました。

書道専門部 　書道専門部は、書道展や揮毫大
会、合同合宿や合同パフォーマン
スなど、交流を重ねながら互いに

切磋琢磨しています。書道部がある学校が少ないですが、書
の文化や良さを伝えることができるよう、これからも真摯に
書と向き合い、活動をしていきたいと思います。

吹奏楽専門部 　３年ぶりに通常の部門大会（連
合音楽会）を開催することができ
ました。各校全部員揃っての貴重な

ステージ、大変内容の濃い演奏会となりました。また、全国
総文祭に各地区の合同バンドが出場するようになって３年目。
今年は県北吹奏楽団が「西海讃歌」と「長崎県スポーツ行進
曲」を東京で披露しました。

演劇専門部 　こんにちは。演劇専門部です｡
　演劇専門部は県南地区、県央地
区、県北地区の３地区に分かれて

活動しており、10月に各地区で地区大会が行われます。各
地区から推薦された７校が11月に行われる県大会（総文
祭）で上演します。今年の県大会は11月５・６日に長崎市民
会館で行われます。

弁論専門部 　弁論は、７分以内で自分の意見
を聴衆に訴えるスピーチです。作
中の誰 かを演じる演 劇とは違っ

て、自分自身の今を生で表現するライブです。原稿はすべて
暗誦し、何も見ないで発表します。声の抑揚と強弱、間、表
情を自在に駆使して思いを伝えます。どうか私たちの弁論を
聞いてください。

新聞専門部  新聞部は「学校新聞」をつくる部
活動です。体育祭や文化祭などの
身近な話題から、部活動で活躍し

ている生徒、学校をとりまく地域の話題などを取り上げ、高
校生の斬新な発想で紙面を構成しています。新聞専門部で
は県内の新聞部員たちが学校の枠を超えて集まり、毎年「新
聞研修会」を行います。例年、新聞作りについて専門家の指
導を受けたり、取材活動に出かけたりします。

自然科学専門部 　自然科学専門部は、県総文祭で
「科学研究発表大会」を開催しま
す。この大会は、日ごろの活動の

研究成果の発表の場であり、県内の高校生と交流を深める
ことや高校生に自然科学に対する興味関心を高めてもらう
ことを目的としています。
　また、全国総文祭や
九州大会への推薦校を
決定する大会でもあり
ます。

放送専門部 　放送専門部は、加盟校44校、約
400人が所属する専門部です。学
校行事はもちろん、各種コンクー

ル、地域の行事での運営も行っています。私たちのテーマは
「伝える」ことです。美しい日本語で伝える。時代に問いか
ける番組で伝える。そして、皆さんの心に感動を伝えるため
に、日々活動しています。

揮毫大会の
様子▶

ポスター発表▶

▲ 写真は令和３年度長崎県大会最優秀賞に輝いた
　 長崎南山高校「ぶたのしっぽ」（毎熊 義幸 作）の一場面
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▲北高演奏写真

マーチングバンド・
バトントワリング専門部

図書専門部 　私たち図書専門部は、図書部員
や図書委員の交流・研修を目的に
活動しています。

　生徒実行委員会が、企画や運営に携わり、各地区大会と
県大会を実施しています。昨年度は北海道や神奈川県など
の高校生ともオンラインで交流する全国大会を開催しまし
た。学校図書館の活性化のため、活発に活動します。

生徒会交流
専門部

　本専門部は、全国で唯一の生徒
会交流の専門部です。主な活動内
容は、「文化祭日程一覧の発行」

「県総文総合開会式の舞台統括」「長崎県高等学校生徒会
サミットの開催」「長崎県高等学校生徒会交流合宿（文化の
○○）の開催」です。イベントへの参加を心よりお待ちして
おります。

ＪＲＣ・ボランティア
専門部

　ＪＲＣ・ボランティア専門部は、
６月に生徒総会を実施し、志を同
じくする仲間が集いました。他校

の活動を参考に、それぞれの学校の実情に合わせて活動の
範囲を広げていきたいです。
　今回の総文祭では活動状況を展示しています。この活動
を通じて、学校間の連携など新しい活動が生まれることを
期待します。

文芸専門部 　県内25校の文芸部で総勢200
名が活動しています。文芸を愛好
する生徒たちが散文・詩・短歌・俳

句を作っています。活動の集大成として文芸部誌を作成し
ている学校もあります。毎年11月の県文芸コンクールに向
けて、部員同士での作品鑑賞、意見交換や推敲を重ねて、よ
り良い作品作りに邁進しています。

将棋専門部 　将棋専門部は、11月12・13日に
県総文祭（部門新人大会、兼全国新
人大会予選）を開催します｡

　８月の全国総文では、長崎県代表の一人、柏木智成くん
（佐世保南２年）が、全国５位入賞という輝かしい成績を収
めました。来る２月の全国新人大会においても、長崎県選手
団の活躍が期待されます。

百人一首かるた
専門部

　器楽合奏、管弦合奏、オーケス
トラ、軽音楽、ギター、マンドリン、
ハンドベルと多彩な音楽ジャンル

の専門部です。部門大会のフィナーレは「情熱大陸」や「栄
光の架け橋」などの合同演奏にも取り組んでいます。今年は
東京で行われた全国総文祭に長崎北高等学校のオーケスト
ラ部が出場しました。

器楽・管弦楽
専門部

　皆さんは、「畳」「0.01秒」「藤原
定家」と聞いて何を思い浮かべま
すか？答は「競技かるた」。0.01秒

単位で札を取り合うため、この競技は「畳の上の格闘技」と
も呼ばれます。大会は無観客となりましたが、興味を持たれ
た方は是非各校の活動をご覧になり、漫画『ちはやふる』の
世界を体験してみてください。

日本音楽専門部 　日本音楽専門部は、日本の伝統
楽器である箏や十七絃などを用い
た、各校25名以内、９分以内の合

奏曲の演奏によるコンクール形式の大会を行います。参加
者たちは、和楽器の美しい音色に魅せられ、日々情熱を注い
で練習を重ねてきました。生徒たちの心のこもった演奏を
聴いていただければと思います。

郷土芸能専門部 　郷土芸能専門部は、和太鼓や龍
踊など日本の伝統音楽・郷土芸能
の継承に取り組んでいます。今年

度の郷土芸能発表大会（11月12日開催）には、伝承部門に
１校、和太鼓部門に８校が出場予定です。各校が日頃の練習
の成果を発揮し、より良い演奏を目指します。

囲碁専門部 　囲碁は世代を問わず、また世界
中で親しまれている競技です。囲
碁専門部では春と秋に大会を開催

し、大会を通して交流を進めています。過去には全国総文や
全九州総文で優勝者を輩出しており、長崎県の囲碁文化の
高さを示しています。その先輩方のように活躍できるよう、
各校部員は日々精進しています。

　マーチング・バトントワリングは、聞いて楽しめる音楽に
全身を使った視覚的表現と楽器の演奏・曲想に合わせたバ
トン・フラッグを用いた演技で、多彩な舞台を作り上げます。
活躍の場はコンテストだけでなく、ステージでの演技・地域
行事では観客の笑顔や拍手が直接演技者に届き作品をさら
に輝かせます。
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第18回長崎県高等学校総合文化祭（しおかぜ祭）総合開会式
生徒実行委員会

長崎県高等学校文化連盟のSNSをフォローしてください！

小川　芳子［佐世保南］

國本　明暉［佐世保西］　志方しゅり［聖和女子］　中尾　天音［鹿町工業］
橋川　真愛［佐世保南］　田中　美妃［川　　棚］   吉田　幸芽［猶 興 館］

園田　心詩［西 彼 杵］

班　　長　國本　明暉［佐世保西］
実行委員　［佐世保北］　北浦　啓菜　 松下　結衣　 山北　倖輝　 池田　星羅
　　　　　［佐世保西］　内村　和奏　 針尾紅瑠実　　
　　　　　［大　　崎］　川原　真未　 力武　真菜
　　　　　［佐世保特支］　古川　和馬 　一瀬　勇我　
　　　　　［大　　村］　才本　陽心 　清浦　愛良　　

班　　長　志方しゅり［聖和女子］
実行委員　［佐世保南］　小川　芳子
　　　　　［松　　浦］　久保川諒人　 益本　理広　
　　　　　［波 佐 見］　執行　優希　 引塲くるみ　　
　　　　　［佐世保商業］　田川　千夏　 福田　ゆら
　　　　　［聖和女子］　宮原　小陽　 宮﨑　美紀　 森山　彩華　　   

班　　長　中尾　天音［鹿町工業］　
実行委員　［鹿町工業］　末永　美天　 近藤　　陽
　　　　　［西 彼 杵］　園田　心詩　 浦　菜乃花　 北村　　楓　
　　　　　［長崎南山］　中村　優波　 福留　竜一　 本多　大我　　　　

班　　長　橋川　真愛［佐世保南］
実行委員　［佐世保南］　鶴長　和華
　　　　　［清　　峰］　山口　侑姫　 中尾　愛音
　　　　　［佐世保東翔］　山田　芽衣　 水口　花梨　
　　　　　［佐世保女子］　山嵜菜々美　 河津　彩加
　　　　　［九州文化］　光野　翔翼　 青木　輝琉　　

班　　長　田中　美妃［川　　棚］
実行委員　［佐世保南］　陳　　在恩
　　　　　［川　　棚］　白下　彩稀　 池尾　壮史　
　　　　　［佐世保工業］　小川　友菜　 田中　美妃
　　　　　［川棚特支］　筬島　若奈
　　　　　［佐世保実業］　河島　夢果　 北園志歩美　 田中　佑磨　　　

班　　長　吉田　幸芽［猶 興 館］
実行委員　［猶 興 館］　岩永　裕貴　 針尾茉莉亜　　
　　　　　［北松農業］　石丸　希織　 濱野　　叶

藤島　ゆう［猶 興 館］

● 生徒実行委員長

● 副委員長

● ステージ統括

● 式典班

● 舞台表現班

● テクニカルチーム班

● 会場整理班

● 空間装飾班　

● 広報記録班

★ 表紙絵

大会・イベント等の
様子をアップしています！

Twitter Instagramたくさんのフォロー、
「いいね」をお待ちして
います！


