
 

 

 

 

 

『二か月目に思うこと』 
                          校長 勝  幸 八 

 
■ 『本年度の努力目標』 

10日(日)にPTA総会が開催され、本年度の努力目標について話をしました。昨年度に引き続き「学

力の充実と向上を図る。」、「基本的生活習慣の確立を図り、規範意識の高揚に努める。」、「進路

指導の充実を図る。」、「小中高一貫教育の内容の充実を図る。」の4項目です。特に、学力の充実

と向上は、学校評価に係る生徒や保護者のアンケート結果から重要だと考えています。学年、分掌、

各職員が具体的な方策を実行し、それぞれの目標に向けて取り組みを進めます。 

4月の慌ただしい年度当初の行事が一段落し、通常どおりに授業が始まったかと思えば、連休が続

き、第一学期の中間考査が終わり本年度も二ヶ月が過ぎようとしています。6月になれば高総体です。

時の経つのは早いものです。それぞれの行事や授業、部活動等の毎日の積み重ねの中で、歩み続けて

いくことの大切さを感じます。 

生徒総会での生徒たちの真摯な取り組みや授業等での様子を見聞きすると、学校生活に着実に取り

組んでいることを感じます。部活動での生徒たちの明るいかけ声、きびきびした動き、ラケットがボ

ールを打つポーンという力強い音やバットがボールを遠くに運ぶカーンという澄んだ音は、私を晴れ

晴れとした気持ちにさせ、力がわき上がるのを感じます。本年度の努力目標の達成を確信させてくれ

る生徒達の日々の取り組みの一コマです。 

 
■ 『松林に囲まれた高校』 
「学校にある樹は」と聞かれて思い浮かぶ樹は何でしょうか。私が今までに経験した学校では、グ

ランドの土手を彩る満開の桜、においの記憶もよみがえる楠、夕日を浴び金色に輝く銀杏、校舎より

高く巨大な沼杉、いつの間にか校舎より高く成長したメタセコイアなどが思い浮かびます。 

北松西高校では何の樹でしょうか。4月の桜は見事でした。でも私は松林です。学校ホームページ

の学校案内のページは「すばらしい自然と松林に囲まれた小中高一貫教育校」と紹介しています。こ

の松林は学校敷地だけではなく島全体に広がっています。 

4月の始めから中旬にかけて、車のガラスにまるで黄砂のように松の花粉がついていました。さす

が町の木がクロマツの小値賀町です。島中どこに行っても立派な松林があります。これほど多くの松

が広い範囲にあるところを初めて知りました。 

いったいこれらの松はいつ頃からあるのか。校長室にあった小値賀町郷土史の年表を見ると、延宝

1～3（1673～75）年に「柳～笛吹に小松を植ゆ（柳道の松林か？）（小値賀覚）」との記述があり、

赤鉛筆で線が引いてありました。興味を持ったのは私だけではないようです。昨年の長崎がんばらん

ば国体「歴史探訪ウォーキング」ガイドマップには、『「小値賀覚書」の延宝3(1675)年の項には、

「柳から笛吹に抜ける道に小松があるが、農民が牛をつないだり、かやを刈るなどしているため育ち

がよくないのでこれを禁止した」との記録が見られる。』とあります。延宝は江戸時代第4代将軍家

綱から第5代将軍綱吉の時代で、340年ぐらい前には松が植えられていたことになります。防風、防潮

など生活と密接に関わる松林を営々と守り続けてきた島の人々の努力と苦労が想像されます。 

学校にある樹の風景として、等伯の水墨画を思わせる松林が一つ加わりました。 
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高総体代休（6月 6日分） 

高総体壮行式 

高総体（6月 5日～6月 8日）※8日は午前 2時間特別時間割授業 

高総体代休（6月 7日分） 

眼科検診 

高総体報告会 

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） 

薬物乱用防止講話 

進研マーク模試（3年）（～21日） 

公開授業ＷＥＥＫＳ（～7月 3日） 

考査時間割発表、生徒会役員選挙 

命の大切さ講演会 

第１学期期末考査（～７月３日） 
 
― お知らせ ― 

〇 公開授業ウィークス ６月２２日（月）～７月３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。 

〇 小値賀町婦人会より雑巾の寄付がありました。大切に使用させていただきます。 

ありがとうございました。 

 

ＰＴＡ総会・部活動後援会総会（１０日） 

１０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２６年度の

会務報告・決算報告、平成２７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。 

今年の出席率は７４．４％でした。多数のご出席ありがとうございました。 

畑村新会長による挨拶            旧役員への感謝状贈呈  
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６月６日(土)【団体戦】 

１回戦 対 五島海陽 10:50～ 

２回戦 対 長崎商業 13:30～ 

６月７日（日） 【個人戦ダブルス】 

１回戦 畑村・前田 対 長崎明誠 

栁田・永田 対 創成館 

馬田・山内 対 諫早商業 

６月８日（月）【個人戦シングルス】 

１回戦 栁田 対 瓊浦 

２回戦 前田 対 純心女子 

畑村 対 長崎東 

高総体まで、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

大会となります。応援、よろしくお願いします. 

  

 

総合開会式  ≪６月５日（金）：会場：佐世保市総合グラウンド陸上競技場≫ 

15：21 選手団入場開始 （北松西高校の順番は８４校中２６番目です） 

団長 福田 雅子教頭    

旗手 （陸上競技部 主将 永田優太） 

選手 陸 上 競 技 部 １０名 

バドミントン部  ６名 

ソフトテニス部  ８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：長崎県立総合運動公園陸上競技場（諫早市）≫ 

主将：永田優太 

 私たちは陸上競技部です。競技種目はそれぞれですが 

三年生はいままでやってきたことの集大成となる大会です。 

指導してくださった方々そして支えてくださった家族や 

地域の方々に感謝し大会に臨みたいと思います。 

応援よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吹奏楽部 ≪5月 30日（土）会場：アルカス佐世保 15:26～≫ 

吹奏楽部連合音楽会 部長：神田理江 

皆さん、こんにちは吹奏楽部です。5/30にアルカスＳＡＳＥＢＯ 

で宇久高校吹奏楽部と合同で「ライオンキング」を演奏します。 

物語が織りなす雰囲気を演奏で表現します。会場に 

来られる方には各曲での物語を感じてもらいたいです。 

宇久高校と楽しい演奏をしたいと思います。頑張ります。 

 

バドミントン部 ≪会場：シーハットおおむら（大村市）≫ 

主将：前田 蓮 

私達バドミントン部は、今年の高総体で団体ベスト８

を目標にしています。また個人戦ダブルスでは、畑村・

前田ペア ベスト８、栁田・永田ペア ベスト１６、山内・

馬田ペア ベスト１６、シングルスでは前田 ベスト８、畑村ベスト８、栁田 ベスト１６をそれぞれ

目標としています。この目標を達成できるようにこれまでの練習の成果を十分に発揮し、悔いの残ら

ない試合をしていきたいと思います。応援よろしくお願いします。 

 

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)≫ 

主将：橋本みらい 

私達は団体戦の二回戦突破を目標にしています。昨年も一昨年もあと一歩及びませんでした。今年

こそこの目標を達成したいと思います。この一年間、きついこと大変なこともありましたが、一人ひ

とりが高総体のために乗り越えてきました。高総体は感謝の気持ちを忘れず、自分を、仲間を信じて

頑張ります。応援よろしくお願いします。 

 

 

 

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。 

～勝負の時 夢の舞台へ駆け上がれ～ 

６月６日(土)【団体戦】 

１回戦 対 壱 岐 高 校 10:50～ 

２回戦 対 佐世保商業 13:30～ 

６月６日（土） 

10:10  400m予選  木村、伊藤 

10:30 砲丸投      出口、平田 

12:10 1500m予選  山内、永田、神川 

14:30 5000mW決勝 樋口 

17:25 4×100mリレー予選 

（木村・島元・島元・伊藤） 

６月７日（日） 
9:30  100m予選  島元、島元 

13:45   800m予選  木村、山内、伊藤 
16:45  5000m予選  樋口、永田、神川 

６月８日（月） 
10:00   200m予選  木村、島元拓 

６月９日（火） 
10:30  三段跳     島元、島元 

６月７日(日）【個人戦】12:30～ 

１回戦  護山・松永奈 対 長崎南 

２回戦  川村・田渕   対 島原農業 

６月８日(月)【個人戦】8:30～ 

２回戦 橋本・島元   対 西陵 

川本・松永百 対 五島 

編集後記 松のひとりごと・・・ 

だんだん暑いと感じる日が増えてきましたね。これから各部で高総体へ向けた激励会等

が計画されているようです。これまでの活動の成果を生かして、それぞれの舞台で輝い

てきてください！ 


