
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サッカー部（男子） 

１回戦 対 島原商業   ０－８ 

 

サッカー部（女子）  

１回戦 対 長崎玉成   １－１ 

（ＰＫ４－２） 

準決勝 対 鎮西学院   ０－７ 

 

バスケットボール部（男子） 

１回戦 対 島原工業  １９－１１３ 

 

バスケットボール部（女子） 

１回戦 対 長崎東   １０－１０１ 

 

バレーボール部 

１回戦 対 長崎北陽台  ０－２ 

 

ソフトテニス部 

＜団体戦＞ 

１回戦 対 島原翔南   ２－１ 

２回戦 対 上五島    １－２ 

＜個人戦＞ 

松本彩・米倉千賀ペア   ３回戦敗退 

川口恵美子・藤澤舞ペア  ２回戦 〃 

西里美穂・真辺由麻ペア  ２回戦 〃 

烏山奈波・田澤日向子ペア ２回戦 〃 

小楠聖羅・池田帆南海ペア １回戦 〃 

 

剣道部 

元山航輔   ２回戦進出 

横尾航大   １回戦敗退 

 

陸上競技部 

松石勝寛   100m、200m 予選敗退 

地域のためにできること 

校長 久家 彰夫 

６月７日、平戸高校東京同窓会にお誘いを受け出席しました。

本校の先輩方が日本の中心関東で様々に活躍されていることに

感激し、心強く思いました。 

同じ日、根獅子の浜ではアメリカはコロラド州デンバーの 

４０名近い高校生がカヤックやそうめん流しを体験し、本校生

徒もタイからの留学生を含め８名が参加しました。最初は緊張

していた生徒たちも、片言の英語で交流し、貴重な一日となっ

たようでした。 

本校の川上茂次同窓会長が中心となり、まちおこしの取り組

みの一貫として企画されたと聞いています。一行は前日ふれあ

いセンターで中部中学校生とも折り紙などで交流しており、平

戸の美しい自然や温かい人情を思い出に帰ったことでしょう。 

福島正伸という人が「どんな仕事も楽しくなる３つの物語」

という本の中で、仕事が感動に変わる心構えの一つに「自己原

因で考える」ということを挙げています。問題が起こったとき

その原因を他人や環境のせいにしてしまえば、それらを変える

ことはできず解決は困難になってしまうが、自分自身に原因が

あったのではないかと考えることができれば、自分の出番がで

き、問題解決のスタート台に立つことができるというのです。 

地域の人口減に伴い、本校の生徒数も減少していますが、全

国で行われている地域おこしは、まさに社会の問題を自己原因

と考えた取り組みでしょう。 

地域貢献には自分ができることをすればいいと聞きました。

道でゴミを拾えばそれはゴミのない町づくりに貢献していると

いうことです。平高生のワンストップ挨拶や端正な身なりも、

平高前のきれいなバス停も平戸の好感度を高めることに繋がっ

ているはずです。 

地域に根ざし、道を拓く。交流をとおして平戸の魅力アップ

に関わった８名が、自分の新たな可能性を見いだし、更に積極

的な高校生活を送ってくれることを期待しています。 

平 高 新 聞 
第３号 

発行：長崎県立平戸高等学校教務部 

平成２６年６月２７日  

校 長 室 か ら 

５月３０日（金）から４日間、長崎県各地で 

長崎県高等学校総合体育大会が開催されました。 

平戸高校の結果は、次のとおりです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月７日（月）～１１日（金）の５日間、授業や

学校行事を公開します。 

どなたでも自由に参観することができますので、

部活動新キャプテンからひとこと 

７月の主な行事予定 

１日（火） 

２日（水） 

４日（金） 

７日（月） 

 

８日（火） 

９日（水） 

１０日（木） 

１７日（木） 

１８日（金） 

２２日（月） 

１学期期末考査最終日 

職場体験学習（２年生 ～４日） 

職場見学（１年生） 

長崎っ子の心を見つめる教育週間 

（～１１日） 

薬物乱用防止講座 

野球部壮行式 

就職説明会（３年生） 

クラスマッチ 

終業式、吹奏楽部壮行式 

夏季補習（～８月１日） 

四者面談（全学年 ～３１日） 

バレー部は 2 年生 1 人、1 年生 6 人と少

ない人数ですが、みんなと楽しく協力し合

って頑張っていきたいと思います。 

 

 

 
バレーボール部主将 
2年 古川 みさき 

高総体が終わって 1人になりました。1人

でもいろいろな練習方法があるので努力

し、気合を入れてがんばります。  

 

 

 

剣道部主将 

2年 元山 航輔 

男子バスケ部は全員で協力し合って頑張っ

ています。新チームの目標は高総体で勝つ

ことです。チーム一丸となって頑張るので、

応援よろしくお願いします。 

 

 

男子バスケットボール部主将 

3年生が引退し、私たち 2年生がテニス部

を引っ張っていく存在となりました。私た

ちの目標は高総体ベスト 16 です。1 年生

にとって頼りがいのある先輩になれるよう

に頑張りたいです。 

 

ソフトテニス部主将 

バレー部は 2 年生 1 人、1 年生 6 人と少

ない人数ですが、みんなと楽しく協力し合

って頑張っていきたいと思います。 

 

 

 
バレーボール部主将 
2年 古川 みさき 

高総体が終わって 1人になりました。1人

でもいろいろな練習方法があるので努力

し、気合を入れてがんばります。  

 

 

 

剣道部主将 

2年 元山 航輔 

男子バスケ部は全員で協力し合って頑張っ

ています。新チームの目標は高総体で勝つ

ことです。チーム一丸となって頑張るので、

応援よろしくお願いします。 

 

 

3年生が引退し、私たち 2年生がテニス部

を引っ張っていく存在となりました。私た

ちの目標は高総体ベスト 16 です。1 年生

にとって頼りがいのある先輩になれるよう

に頑張りたいです。 

 

バレー部は 2 年生 1 人、1 年生 6 人と少

ない人数ですが、みんなと楽しく協力し合

って頑張っていきたいと思います。 

 

 

 
バレーボール部主将 
2年 古川 みさき 

高総体が終わって 1人になりました。1人

でもいろいろな練習方法があるので努力

し、気合を入れてがんばります。  

 

 

 

剣道部主将 

2年 元山 航輔 

男子バスケ部は全員で協力し合って頑張っ

ています。新チームの目標は高総体で勝つ

ことです。チーム一丸となって頑張るので、

応援よろしくお願いします。 

 

3年生が引退し、私たち 2年生がテニス部

を引っ張っていく存在となりました。私た

ちの目標は高総体ベスト 16 です。1 年生

にとって頼りがいのある先輩になれるよう

に頑張りたいです。 

バレー部は 2 年生 1 人、1 年生 6 人と少

ない人数ですが、みんなと楽しく協力し合

って頑張っていきたいと思います。 

 

 

 
バレーボール部主将 
2年 古川 みさき 

高総体が終わって 1人になりました。1人

でもいろいろな練習方法があるので努力

し、気合を入れてがんばります。  

 

 

 

剣道部主将 

2年 元山 航輔 

男子バスケ部は全員で協力し合って頑張っ

ています。新チームの目標は高総体で勝つ

ことです。チーム一丸となって頑張るので、

応援よろしくお願いします。 

 

3年生が引退し、私たち 2年生がテニス部

を引っ張っていく存在となりました。私た

ちの目標は高総体ベスト 16 です。1 年生

にとって頼りがいのある先輩になれるよう

に頑張りたいです。 

バレー部は 2 年生 1 人、1 年生 6 人と少

ない人数ですが、みんなと楽しく協力し合

って頑張っていきたいと思います。 

 

 

 
バレーボール部主将 
2年 古川 みさき 

高総体が終わって 1人になりました。1人

でもいろいろな練習方法があるので努力

し、気合を入れてがんばります。  

 

 

 

剣道部主将 

2年 元山 航輔 

男子バスケ部は全員で協力し合って頑張っ

ています。新チームの目標は高総体で勝つ

ことです。チーム一丸となって頑張るので、

応援よろしくお願いします。 

3年生が引退し、私たち 2年生がテニス部
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ちの目標は高総体ベスト 16 です。1 年生

にとって頼りがいのある先輩になれるよう

バレー部は 2 年生 1 人、1 年生 6 人と少

ない人数ですが、みんなと楽しく協力し合

って頑張っていきたいと思います。 

 

 

 
バレーボール部主将 
2年 古川 みさき 

高総体が終わって 1人になりました。1人

でもいろいろな練習方法があるので努力
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2年 元山 航輔 

男子バスケ部は全員で協力し合って頑張っ

ています。新チームの目標は高総体で勝つ
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3年生が引退し、私たち 2年生がテニス部

を引っ張っていく存在となりました。私た

ちの目標は高総体ベスト 16 です。1 年生

バレー部は 2 年生 1 人、1 年生 6 人と少

ない人数ですが、みんなと楽しく協力し合

って頑張っていきたいと思います。 

 

 

 
バレーボール部主将 
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ています。新チームの目標は高総体で勝つ

3年生が引退し、私たち 2年生がテニス部

を引っ張っていく存在となりました。私た

バレー部は 2 年生 1 人、1 年生 6 人と少

ない人数ですが、みんなと楽しく協力し合

って頑張っていきたいと思います。 

 

 

 
バレーボール部主将 
2年 古川 みさき 

高総体が終わって 1人になりました。1人

でもいろいろな練習方法があるので努力

し、気合を入れてがんばります。  

 

 

 

剣道部主将 

2年 元山 航輔 

男子バスケ部は全員で協力し合って頑張っ 3年生が引退し、私たち 2年生がテニス部

バレー部は 2 年生 1 人、1 年生 6 人と少

ない人数ですが、みんなと楽しく協力し合

って頑張っていきたいと思います。 

 

 

 
バレーボール部主将 
2年 古川 みさき 

高総体が終わって 1人になりました。1人

でもいろいろな練習方法があるので努力

し、気合を入れてがんばります。  

 

 

 

剣道部主将 

2年 元山 航輔 

バレー部は 2 年生 1 人、1 年生 6 人と少

ない人数ですが、みんなと楽しく協力し合

って頑張っていきたいと思います。 

 

 

 
バレーボール部主将 
2年 古川 みさき 

高総体が終わって 1人になりました。1人

でもいろいろな練習方法があるので努力

し、気合を入れてがんばります。  

 

 

 

剣道部主将 

2年 元山 航輔 

3年生が引退し、私たち 2年生がテニス部

を引っ張っていく存在となりました。私た

ちの目標は高総体ベスト 16 です。1 年生

にとって頼りがいのある先輩になれるよう

に頑張りたいです。 

 

ソフトテニス部主将 

 2年 松本 彩 

７月の主な行事予定 

１日（火） 

２日（水） 

４日（金） 

７日（月） 

 

８日（火） 

９日（水） 

１０日（木） 

１７日（木） 

１８日（金） 

２２日（月） 

１学期期末考査最終日 

職場体験学習（２年生 ～４日） 

職場見学（１年生） 

長崎っ子の心を見つめる教育週間 

（～１１日） 

薬物乱用防止講座 

野球部壮行式 

就職説明会（３年生） 

クラスマッチ 

終業式、吹奏楽部壮行式 

夏季補習（～８月１日） 

四者面談（全学年 ～３１日） 

７月７日（月）～１１日（金）の５日間、授業や

学校行事を公開します。 

どなたでも自由に参観することができますので、

どうぞお気軽にお越しください。  

 

７日（月） １２：５５～１５：３０ 

 ５,６,７校時の授業 

８日（火） １２：５５～１５：３０ 

５,６校時の授業 

薬物乱用防止講座（体育館） 

９日（水） １２：５５～１４：３５ 

５,６校時の授業 

野球部壮行式（体育館） 

１０日（木） １２：５５～１５：３０ 

５,６,７校時の授業 

１１日（金） １２：５５～１４：３５ 

５,６校時の授業 

高総体開会式での入場行進 

バレー部は 2 年生 1 人、1 年生 6 人と少

ない人数ですが、みんなと楽しく協力し合

って頑張っていきたいと思います。 

 

 

 
バレーボール部主将 
2年 古川 みさき 

部活動新キャプテンからひとこと 

高総体が終わって 1人になりました。1人

でもいろいろな練習方法があるので努力

し、気合を入れてがんばります。  

 

 

 

剣道部主将 

2年 元山 航輔 

男子バスケ部は全員で協力し合って頑張っ

ています。新チームの目標は高総体で勝つ

ことです。チーム一丸となって頑張るので、

応援よろしくお願いします。 

 

 

男子バスケットボール部主将 

2年 松尾 貴大 


