
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北松西高だより 
第３号 平成２６年６月２５日 

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

e-mail hokushounishi-h@news.ed.jp 

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

e-mail kyoumu@hokusho-nishi.ed.jp 

『 若い間に、いっぱい失敗して挫折して下さい 』 
 

校 長  末永 幸寛   

■ 北松西高 高総体活躍しました 

 運動部の高総体、吹奏楽部の連合音楽会、生徒たちは持てる力を発揮しました。壮行式では試

合に臨む気魄、報告会では達成感と充実感が伝わって来ました。３年ぶりに、陸上４００㍍村田

大成君が北九州大会へ出場しました。ひたむきに練習を続けることで、上位大会へ出場が出来る

ことを証明しています。村田君は『出場して良かった。また出たい』と話していました。野球部

は夏の甲子園を、１・２年生は、先輩の遺伝子を受け継ぎ、ひたむきに練習を積み重ね『競って

も負けない』を目標として頑張って欲しいと感じました。私が２００２年長崎ゆめ総体でバドミ

ントン競技の会場責任者として運営に関わったとき、全国大会のもつ雰囲気、選手の自信と意気

込み、優勝者のオーラに触れ、生徒と一緒に全国大会へ出場したいと思いました。その願いは叶

いませんでしたが、これからの生徒・先生方に託したいと思います。今年の１０月には「長崎が

んばらんば国体、がんばらんば大会」が県内各地区で開催されます。小値賀でも歴史探訪ウオーキ

ングが開催されます。７月には「ピープルトゥピープル学生大使」の交流会も計画しています。

大会や触れ合いを通して、今しか出来ない体験を積ませたいと思っています。小中高連携の取り

組みである公開授業ウイークスが始まります。学習や部活動をはじめ学校生活を通して成長してい

く子どもたちの姿をこの機会に是非ご覧下さい。 

 ■ 若い間にいっぱい失敗して挫折して下さい 

平成２４年１２月京都大学ｉＰＳ研究所所長の山中伸弥教授がノーベル賞を受賞しました。 

山中教授は神戸大学医学部を卒業し、外科医を志したのですが、同僚からは「じゃま中」といわ

れるほど手術が下手であったとご自身が語っておられます。自分は臨床医に向いていないと結論

を下し、研究者への道に入って行かれました。アメリカや日本の大学で研究を続けられノーベル

医学・生物学賞を受賞されました。医学部を卒業後２５年の年月が経っていました。外科医とし

ての挫折を手始めとして、研究者の道に入っても必ずしも全ての事が思っているとおり運んだわ

けではなく、試行錯誤や挫折を何度も経験した後に訪れた栄光であったと思います。教授は『失

敗すればするほど幸運はくる。若い間にいっぱい失敗して挫折して下さい。医師であることが誇

りです。臨床医としては役に立たなかったけれど、医師になったからには最後は役に立ってから

死にたいと思っています』と述べられていました。何事かを達成するためには、自分の内面にし

っかりした目標を持たなければなりません。そして、実現するためには何があっても諦めない。

挫折しても強い意志を持ち続ける事が大事だと教えています。連合音楽会や高総体までの活動を

通して挫折や敗北など、さまざまな経験をしたはずです。特に進路実現に臨む３年生は、この経

験を生かし、目標を達成するために、あのとき「何をすべきだったのか」を今に置き換えて取り

組んで欲しいと思っています。 

７月の行事予定 

日 曜 行事予定 

１日 

2日 

3日 

8日 

11日 

12日 

17日 

18日 

22日 

23日 

火 

水 

木 

火 

金 

土 

木 

金 

火 

水 

期末考査④（6/26～7/1） 

小中高合同町内海浜清掃（午後） 

進路講演会（２・３年） 

開校記念日・人生の達人セミナー 

野球選手権長崎大会（開会式） 

対外模試（1・2年、3年 ～13日） 

球技大会 

終業式・大掃除・授業(1・2校時)・生徒会退任・任命式 

前期夏季補習（～31日）・インターンシップ開始（２年） 

オープンスクール（午前） 

 

生徒会役員選挙～立会演説・投票～ 

６月１９日（木）７校時に、本校体育館で生徒会役員選挙の立会演説会が行われました。各

候補者とも、北松西高校をさらに発展させるために必要なこと、それに対する自分の思いを熱

く語ってくれました。また、引き続いて投票が行われ、新役員が選出されました。 

 

 

 

 

 

 

 

  会 長 﨑山晃弘     副会長 濵田周平     副会長 島元みなみ 

～新しい先生の紹介～ 
田島先生が産休に入り、後任として 

宮﨑南先生が６月より赴任しています。 

教 科：理科（生物） 
学 年：2学年副担任 
部活動：バドミントン部 
 
こんにちは、宮﨑南です。 
北松西校生の皆さんと楽しい 
学校生活を送っていきたいと 
思います！よろしくお願いします。 
                   

薬物乱用防止講話 
６月 1２日（木） 
ありかわ調剤薬局の 
下辺寛弥氏をお招き 
し、薬物を中心にタ 
バコ・アルコールの 
身体への影響につい 
て講話をしていただ 
きました。                           

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


第６６回 長崎県高等学校総合体育大会 結果報告 
皆様、応援ありがとうございました。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ ♪ 吹奏楽部 連合音楽会 ♪ ～ 
演奏曲目♪ 「紅蓮の弓矢」「ＮＥＷ ＹＯＲＫ」 

 

僕たち吹奏楽部は、宇久高校と合同で 
5 月 25 日の連合音楽会に出演しました。 
全員一丸となって猛練習し、自信を持って 
この本番に臨んだので、悔いのない、最高の 
演奏をホール一杯に響かせることができました。 
３年生にとっては部活動の締めくくりであり、 

1・2 年生にとっては新たな部活動のスタートでもあった連合音楽会を
良い形で終えることができ、部員一同満足です。これからそれぞれの
目標に向け、毎日の努力を続けていきたいと思います。 

（部長：３年１組 前田成輝） 

第９６回 全国高等学校野球選手権記念長崎大会 

選手宣誓 北松西に決定！！ 
7 月 11 日（金）の開会式で、主将の近藤 匡君が選手宣誓をすることになりました。力強い

選手宣誓を期待したいと思います。 
 
１回戦 北松西 対 長崎西 7 月１２日（土）８：３０ 長崎県営野球場 
 
僕たち野球部は、冬の厳しい寒さや夏の肌も焼けるような暑さのなか練習をしてきました。チーム

全体では、まだまだなところもあります。あと少しの間で、そこを埋めていきます。また、チーム一
人ひとりが一球に集中し、これまで努力してきたことをフルに発揮して、この小値賀島を盛大に盛り
上げられるよう、勝ち進みたいと思います。  （主将：３年２組 近藤 匡） 

※２回戦以降の対戦相手および試合結果は高野連のＨＰでご覧になれます。 

～絆で勝ち取った一勝～ 
私たちは、今回の高総体で目標と

していた「団体戦一回戦突破」を達

成することができました。チーム一

丸となってプレイし応援して勝ち

取った一勝だと思います。３年生は

最後の試合でしたが、とても楽しく

プレイができて良い思い出となり

ました。次は１・２年生の番です。

より良い成績を残せるように応援

したいと思います。 

 （ 主将：３年１組 田和麻理奈 ） 

～琴海の地で奮闘～ 
私たちは、高総体の団体戦で長崎明誠高校に負けてしま

いましたが、6 人が力を合わせて楽しんで戦うことができ

ました。個人戦では、自分たちのベストを出しきれたと思

います。これから 3 年生が引退し、３名になってしまいま

すが、これからもバドミントン部をよろしくお願いします。

たくさんの応援ありがとうございました！！ 

 （主将：３年１組 永田千里） 

 

団体戦  

１回戦 北松西 ０―３ 長崎明誠 

個人戦ダブルス  

２回戦 永田・中村 ２－０ 創成館 

馬田・栁田 ２－０ 長崎北陽台 

畑村・前田 １－２ 長崎南 

３回戦 永田・中村 ０－２ 長崎北 

個人戦シングルス 

２回戦 永田 ０－２ 活水 

馬田  ０－２ 長崎女子 

中村  ０－２ 長崎東 

～目指せ！北九州大会～ 
私たちは、先日行われた高総体に出場し

てきました。日差しが強く、暑い中での大

会でしたが、一人ひとりが出せる力を十分

に発揮して頑張りました。小値賀から声援

を送ってくださった方々、現地まで来て応

援してくださった方々、本当にありがとう

ございました。３年生は引退ですが、これ

からも陸上部をよろしくお願いします。

（主将：３年２組 岳田透馬） 

 

100ｍ 岳田透馬 11″93、山本樹 12″39、前田晃毅 12″48 

200ｍ 岳田透馬 24″44、山本樹 25″29 

400ｍ 岡野将己 55″70、村田大成 50″10（6 位入賞：北九州大会出場） 

800ｍ 古田敦也 2′06″35、山川隆史 2′06″48、木村大地 2′11″67 

1500ｍ 田中洋一 4′14″68、永田優太 4′19″78、古田敦也 4′47″31 

5000ｍ 永田優太 16′40″23、樋口祐輔 17′32″67 

3000ｍSC 田中洋一 10′27″82、 

5000ｍW 樋口祐輔 25′56″46（6 位入賞） 

400ｍ×4 岳田透馬・村田大成・前田晃毅・岡野将己 3’36″62 

団体戦 

1回戦 北松西 ２―１ 清峰 

2回戦 北松西 １―２ 佐世保南 

個人戦 

１回戦 川村・橋本琴 ４－０ 島原翔南 

２回戦 川村・橋本琴 １－４ 長崎商業 

川本・松永梨 ３－４ 大村城南 

田和・護山  ２－４ 長崎商業 

橋本み・松永百 １－４ 長崎北 

谷元・島元 ３－４ 佐世保商業 

 

編集後記 松のひとりごと・・・ 
梅雨なのに恵みの雨があま

り降りません。しかし、暑かっ

たり涼しかったりと気温の差

が大きいです。体調管理に気を

つけたいですね。 


