
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高総体特集! 

北松西高だより 
第２号 平成２５年５月２３日 

http://www.hokusho-nishi.ed.jp/ 
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 『 花はさまざまだからこそ美しい 』 

                         校 長 末 永 幸 寛 

■ 北松西高、活動中 

 吹奏楽部は連合音楽会、陸上部・ソフトテニス部・バドミントン部は高総体、野球部は夏の

大会と、各部の意気込みと熱気が伝わって来ます。ある日「中間考査で思った以上に生徒がい

い点数を取っていました。問題を易しくしたつもりはないのだけれど…」と一人の先生がつぶ

やいておられました。この言葉を聞いて、本校の生徒たちの姿を表している言葉と感じました。

定期テストに向けて勉強する姿勢、部活動と学習の両立を果たそうと努力する態度、やるべき

ことをキチンと考え取り組む生徒たちの姿から、生徒たちは確実に成長していると自信を持ち

ました。 

今年もまた、連合婦人会の皆様から手縫いの雑巾をいただきました。色や柄でそれぞれが使

って欲しいと主張している中から白の雑巾を１枚いただいて、校長室の机とテーブルを拭きま

した。テーブルがきれいになった分だけ雑巾は汚れました。いただいた雑巾を通して、四隅を

キチンと掃く・拭く、雑巾は最後まで使い切ることなど掃除の仕方と役割を教えたいと思いま

す。感謝申し上げます。 

 ■ 花はさまざまだからこそ美しい 

島に吹く風がさわやかな季節になりました。歩いていると、庭先や路地の花が目につきます。

それぞれの家庭の庭はよく手入れされており、この町のもつ暖かさと住む人々の優しさ気持ち

の豊かさを感じられます。 

季節の花はそれぞれ花言葉を持っています。入学式を飾った『藤』は『歓迎』、これから咲く

『アジサイ』は『移り気、心地よい静けさ』と。それぞれの花が言葉を持ち、それぞれの時期

に咲き誇ります。色や形でその存在を認められるものもあれば、香りで生きる花もあります。

どんな花にせよ、その存在価値や存在理由はあるものです。稲の花をじっくりと見ることはあ

りませんが、米になればその存在が知られます。もみじや楓は花も実も人の気を引きませんが、

秋になり色づいたとき紅葉として注目されます。どんな花にせよそれぞれ良さがあり、すばら

しさを持っています。「花はさまざまだからこそ美しい」の言葉通りだと思います。 

しかし、社会全体が人を同じ花だと決めつけすぎているような気がします。同じ時期に同じ

花が咲かないと落胆したり、極端な場合は、全て希望がなくなったかのように思い込んでしま

ったりする人もいます。花も人も、それぞれ個性があり、咲く時期は異なり、誰かがどこかで

必要としているのです。これこそ自分の花だと信じられる花を探し、その花を咲かせる努力を

重ねて欲しいと生徒たちを見ながら思います。 

はなというと『花子とアン』に夢中になっています。明治生まれの女性の強さは、女学校の

卒業式でのブラックバーン校長の言葉「Every woman is the architect of her  own fortune 」

に現れていると思います。連続テレビ小説『あまちゃん』『ごちそうさん』『花子とアン』と夢

中になっている母や妻のことが、遅ればせながら今頃わかってきました。夢を追い続けていく

花子の姿を、録画して繰り返し見るのが楽しみになってしまいました。それでは「ごきげんよ

う。さようなら。」 

●６月の行事予定 

日 曜 行事予定 
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木 

月 

高総体（5月 31日～6月 2日） 

※2日は午前 3時間特別時間割授業 

高総体代休（6月 1日分） 

眼科検診 

耳鼻科検診・高総体報告会 

実用英語技能検定 

進研マーク模試（3年）（～8日） 

県下一斉実力テスト（2・3年）・就職模試（2年） 

SPI2対策テスト・公務員模試（3年） 

考査時間割発表・生徒会役員選挙 

第１学期期末考査（～１日） 

公開授業ＷＥＥＫＳ（～7月 11日） 

 

●お知らせ ６月３０日（月）～７月１１日（金）は公開授業ＷＥＥＫＳです。 

ご家庭では見られない学校でのお子様の様子をご覧いただけることと思います。お

忙しいとは思いますが、皆様お誘いあわせの上、ぜひご来校ください。 

● 5/１１ PTA総会・部活動後援会総会 

   

11日（日）、本校多目的教室②において PTA総会・部活動後援会総会が開かれ、平成

25 年度の会務報告・決算報告、平成 26 年度の事業計画・予算についての審議、採決

などが行われました。 

その後、各学年・学級に分かれ学級・学年懇談会が開かれました。 

多数のご出席ありがとうございました。 

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


  ５月３０日（金）～６月３日（火） 

大会スローガン ～駆け上がれ夢と仲間と頂へ～    

高総体まで、いよいよあと数日となりました。各部とも、最後の調整に入っているところです。

３年生にとっては、高校生活最後の大会となる高総体です。応援、よろしくお願いします。 

総合開会式  ≪５月３０日：会場：長崎市総合運動公園かきどまり陸上競技場（長崎市）≫ 

15：21 選手団入場開始 （北松西高校の順番は８３校中８０番目です） 

団長 福田 雅子教頭    

旗手 岳田 透馬（３年陸上部主将） 

選手 陸上競技部１３名  バドミントン部６名 

※開会式の様子は NIB 長崎国際テレビが中継します。（15：00～16：55） 

 

陸上競技部 ≪会場：長崎市総合運動公園かきどまり陸上競技場（長崎市）≫ 

 

私達陸上部は、この１年間１４名で活動してきま

した。みんなで支えあい励ましあいながら、きつい

練習に耐えてきました。そして、多くの大会に出ら

れたのは、家族やコーチ、地域の方々の支えがあっ

たからだと思います。支えてくださった人への感謝

を忘れず、高総体では今までで最高の走りをします。

応援よろしくお願いします。   主将：岳田 透馬 

 

ソフトテニス部 ≪会場：佐世保市総合グラウンドテニスコート（佐世保市） 

５月３１日（土） 【団体戦】 
10:50～１回戦 対 清峰高校 
13:30～２回戦 対 (佐世保南-北松農業:勝者) 

６月１日（日） 【個人戦】12:30～ 
１回戦 川村・橋本琴  対 島原翔南 
２回戦 川本・松永梨  対 大村城南 

６月２日(月) 【個人戦】 
２回戦 田和・護山   対 長崎商 
    橋本み・松永百 対 長崎北 

２回戦 谷元・島元   対 佐世保商業 
    川村・橋本琴 対 長崎商 

私たちソフトテニス部は、高総体の団体戦で２勝すること

を目標としています。その目標を達成するために日々大きな

声を出して練習に励んでいます。まだできないことも多いで

すが、高総体では全力を出してプレーできるように、緊張感

のある練習をし、大会に挑みたいと思います。応援よろしく

お願いします。 

   主将：田和 麻理奈 

バドミントン部 ≪会場：長崎明誠高校体育館 他２会場（西彼）≫ 

５月３１日（土） 【団体戦】 

《会場：長崎明誠高校体育館》 

9:45～1 回戦 対 長崎明誠 

14:30～２回戦 対 大村 

６月１日（日） 【個人戦ダブルス】 

永田・中村ペア １回戦 対 創成館 

馬田・栁田ペア １回戦 対 北陽台 

畑村・前田ペア １回戦 対 長崎南 

６月２日（月）【個人戦シングルス】 

永田 １回戦 対 活水 

中村 １回戦 対 長崎東 

馬田 １回戦 対 長崎女子 

   

              私たちバドミントン部は、高総体団体戦ベスト８を目標に力の限 

り精一杯戦いたいと思います。個人戦では、一人ひとりが目標と 

しているところまで行きます。もしかしたら、今回の団体戦が最 

後の団体戦となるかもしれないので、6 人で力を合わせて戦います。 

必ず一人一勝してきます。           

主将：永田 千里 

 

 

≪５月 25 日（日）会場：長崎市公会堂（長崎市）≫ 

   

私たち吹奏楽部は、全部員７名のうちの５名を占めていた

３年生が連合音楽会で引退となります。ますます人数が減っ

てしまう吹奏楽部ですが、それだけに 7 名という人数で臨む

最後の演奏には部員一同強い思い入れがあります。連合音楽

会では一人ひとりが音楽を楽しみ、特に３年生は有終の美を

飾る音をホールいっぱいに響かせられるようがんばります。 

                   部長：前田 成輝 

         

 

 

５月３１日（土） 
10:00 走幅跳 島元 砲丸投 出口 
10:10 400m 予選 前田・岡野・村田 
12:05 1500m 予選 田中・永田・古田 
14:30 5000mW 決勝 樋口 
17:25 4×100m リレー予選 
    山本・村田・前田・岳田・岡野 

６月１日（日） 
9:30 100m 予選 岳田・前田・山本 

13:45 800m 予選 木村・古田・山川 
16:20 4×100m リレー準決勝 
16:35 5000m 予選 樋口・永田 
17:40 4×400m リレー予選 
    山本・村田・前田・岳田・岡野 

６月２日（月） 
10:00 200m 予選 山本・村田・岳田 
12:45 3000mSC 予選 田中 

記載しております競技時間は予定時間です。各競技

の進行状況によって、変動いたしますので、ご了承

ください。高総体期間中の組み合わせや結果につい

ては、長崎県高等学校体育連盟の HP よりご覧いた

だけます。 

編集後記 松のひとりごと・・・                                      
緑の葉も生い茂り、きれいな季
節になりました。島の松たちも
高総体等での活躍を応援してい
ます。頑張れ、高校生！！ 


