
 
『 夢なき者に成功なし 』 

 

校 長 末永 幸寛  

■北松西高校第６４回生１５名入学 
４月８日、多くのご来賓のご臨席のもと入学式を挙行しました。 

 入学式にて、生徒諸君に、 

『夢なき者に理想なし   理想なき者に計画なし  

計画なき者に実行なし  実行なき者に成功なし 

故に、夢なき者に成功なし』 

幕末の精神的指導者である吉田松陰の言葉を紹介しながら、身体的にも、精神的
にも著しい成長を遂げる高校３年間を無為に過ごすことなく人間的にも成長して欲
しいとの願いから『夢なき者に成功なし』の言葉を述べました。 

始業式では、学年が進んだ２・３年生に対して、『夢を持つこと 決心すること 
続けること 諦めぬこと』を学年にあてはめると、１年生は『夢』を持つこと決心
すること。２・３年生はこれまでを振り返り、実現に向け苦しみを糧としながら諦
めず努力することになる。教室に気魄と緊張感漂う雰囲気を作り、進路希望が達成
できる学力の定着を目指す。部活動では、一つ上を目標にして練習に打ち込む。１
年生は『夢』、２・３年生は『深める 深化』をキーワードに取り組んでもらいた
いと話をしました。 

 

■平成２６年度小中高一貫教育の方向性   
   

□ 学力の充実 

   〇 教科部会の充実  〇 主体的に学習に取り組む態度の育成 

□ 生活力の向上 

   〇 たくましさの育成   

〇 「キャリア」意識の深化・教科との連携を図る 

□ 家庭・地域との連携 

 

北松西高校もこの方向性のもと実現を目指して取り組みます。朝の読書、補習、
授業、面談を通して学力と生活力の向上をはかり、生活手帳の活用を通して自分自
身による時間管理や振り返りで自主性を育てていきます。昨年同様、公開授業、体
育祭、文化祭等の行事も計画しています。行事やPTA総会や学年PTAなどいろいろな
場面で学校へ足を運んでいただき生徒の活動を是非ご覧下さい。また、放課後や休
日に練習に励んでいる部活動生への応援・激励もあわせてお願いします。 

田植えが終わった水田に並んでなびいている稲の葉は、４ヶ月後には米を生み出
します。生徒たちにとっての１年間は長く思えますが、高校時代は３年間だからこ
そ、時間に敏感になり有意義な１年にして自分自身に将来を生き抜く力の実をつけ
て欲しいと願っています。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜日 ５月の行事予定 

8 木 生徒総会 

11 日 ＰＴＡ総会 

15 木 第１学期中間考査（～16日） 

17 土 看護模試（3年） 

19 月 高総体短縮日程（～23日） 

26 月 代休（5/31分） 

27 火 高総体壮行式 １年生補習開始 

30 金 高総体総合開会式 （長崎市総合運動公園 （かきどまり）） 

31 土 高総体 
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入学式 

 ４月８日（火）、本校体育館において入学式を 

挙行いたしました。  

本年度は普通科１５名の新入生を迎え、１年 

１組の牧尾 康生さんが新入生代表挨拶を行い 

ました。  

小中高合同歓迎遠足  

 ４月１１日（金）、今年度最初の小中高一貫教育のスタートを、小中高合同歓迎遠

足で切りました。当日は好天に恵まれ、食事やレクレーションでは積極的に小学生や

中学生と交流する西高生の姿が見られました。 

http://www.hokusho-nishi.ed.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新転任の職員 今年度、人事異動により新たに６名の教職員が加わりました。宜しくお願いいたします。 

 

職名 氏名 教科等 学級・学年担当 部活動 前任校 メッセージ 

教諭 前田 真希 音楽 2年 1組正担任 吹奏楽 五島海陽高校 
小値賀のみなさん、ただいま♪４年ぶりに小値賀に帰ってきました。音楽だけでなく、さまざまな行事

でまたみなさんとご一緒に小値賀を盛り上げていけたらと思っています！よろしくお願いします！！ 

教諭 土岐 将人 英語 1年 1組正担任 野球 長崎北高校 

担当教科は英語で、部活動は野球部の顧問をすることになりました。地元は上五島の奈良尾で、中学校

まで島で過ごしました。長崎県の教員になろうと思った時に、離島で働くなら五島のどこかで働きたいな

と思っていたので、同じ五島の小値賀で働くことになりわくわくしています。 

講師 中田 禎明 理科 3年 1組副担任 
陸上 

競技 
五島高校 

下五島から上五島へ北上してきました。五島はどこに行っても海が綺麗で素晴らしい所です。ここ小値

賀の皆さん方とも楽しんでいけたらいいなと思います。よろしくお願いします。 

講師 村田 梢 
地歴 

公民 
2年 1組副担任 

ソフト 

テニス 

長崎鶴洋高校 

長崎工業高校 

地歴公民を担当します。地元は隣の上五島ですが、小値賀は初めてです。昨年まで長崎市内にいました

ので久しぶりの島での生活を楽しみにしています。元気いっぱい頑張っていきたいと思いますのでよろし

くお願いします 

主任主事 米澤 潤二    鹿町工業高校 

事務の米澤と申します。鹿町工業高校から参りました。地元が佐世保でしたので佐世保から行ける小値

賀に来られて大変嬉しく感じております。みなさんと仲良く楽しく過ごせたらと思います。よろしくお願

いいたします。 

業務補助 福﨑 裕子     
学校の事務補助として働かせていただく事になりました。北松西高校は１２年ぶりでドキドキしていま

す。みなさんと一緒に学校生活を楽しみたいです。よろしくお願いします。 

 

部活動結果報告  ４月中に開催された各種大会の結果を報告いたします。 

 ■陸上部 【平成２６年度 佐世保市陸上競技記録会】 

１００ｍ 岳田透馬 １１秒９１ 村田大成 １１秒６８  

前田晃毅 １２秒５９  山本 樹 １２秒６１  

岡野将己 １２秒５８ 

２００ｍ 岳田透馬 ２３秒８６ 村田大成 ２２秒９３（５位） 

前田晃毅 ２５秒３４ 山本 樹 ２５秒７５  

岡野将己 ２５秒３８ 

４００ｍ 岳田透馬 ５５秒７０ 村田大成 ５１秒０９（１位） 

前田晃毅 ５８秒４８ 山本 樹 ５９秒０９  

岡野将己 ５６秒８５ 

４００ｍ×４リレー 村田 岳田 前田 山本 岡野  ３分３９秒５４ 

８００ｍ 山川隆史 ２分０６秒７４ 古田敦也 ２分１３秒８９ 

     木村大地  ２分１５秒０９ 

１５００ｍ田中洋一  ４分２３秒３０ 山川隆史  ４分２６秒１７ 

     古田敦也  ４分５０秒９５ 木村大地  ４分３８秒８１ 

永田優太  ４分１９秒４８ 樋口祐輔  ４分３７秒９６ 

５０００ｍ田中洋一 １６分４０秒３０ 永田優太 １６分３３秒１５ 

樋口祐輔 １６分５７秒７８ 

■バドミントン部  

【長崎県高等学校バドミントン競技春季選手権大会】 

 

ダブルス 

１回戦  馬田・栁田○２－１×山本・須藤（松浦） 

２回戦  馬田・栁田×０－２○喜々津・西岡（長崎女子） 

     永田・中村×０－２○内川・西尾（向陽） 

シングルス 

１回戦  前田 蓮 ×０－２○隈部 友理香（大村城南） 

      馬田 幸美×０－２○神  麗未（向陽） 

２回戦   永田 千里○２－０×藤田 千尋（五島） 

      中村香於里○２－０×城谷 美菜実（活水） 

３回戦   永田 千里×０－２○小原 千明（佐世保北） 

        中村香於里×０－２○井出 友紀子（大村） 

■ソフトテニス部  

【法師山杯県北地区高校ソフトテニス選手権大会】 

《個人戦》 

１回戦  

   橋本み・松永百 ○４－１× 堂元・松元（九文） 

   川村・護山    ○４－３× 小楠・池田（平戸）    

   川本・橋本琴   ○４－３× 寶亀・山下（上五島） 

谷元・松永梨   ×１－４○ 植木・梅野（対馬） 

田和・島元    ×３－４○ 冨永・片山（佐北） 

 

２回戦 

   橋本み・松永百 ×２－４○ 岡本・前田（清峰） 

   川村・護山    ×１－４○ 早田・川崎（対馬）    

   川本・橋本琴   ×１－４○ 福住・川下（佐南） 


