
 

 

 

 

 

『自分たちの学校』 

                          校長 福田 雅子  
先日、生徒会各委員会の前期委員長を任命しました。学校生活をよりよいものにしていく

ために、それぞれの委員会が主体となって前期の活動を計画しますが、実際には一人ひとり
が自分のやるべきこと、できることを考え、動いてほしいと生徒たちに話しました。『海ご
みなくそう＆ごみ収集カレンダー』が高校の事務室にもあります。４月のページ、小値賀小
６年生笹山心春さんの短歌に「海岸は みんなの場所だ 自分からきれいにしよう 誰かが
やらなきゃ」とあります。まさしく、「北松西高校は自分たちの学校だ 自分から行動しよ
う」ということです。そして、そのような意識で４９名全員が行動することが、北松西高校
を創っていく一歩になります。 
思えば、私も卒業生の皆さんから色々なことを教えてもらいました。その中の一つで、次

のような出来事があったことを紹介します。その日はちょうど中高合同体育祭の前日で、学
校は休日でした。既に会場設営も済んでいてグランドにはテントも準備されていましたが、
生憎の空模様で、翌日の実施が心配されていました。私がグランドの様子を見に来たところ、
部活動を終えた何人かの生徒たちが残って、雨が降る中、小石を拾ったり雑草取りをしてい
ます。『“部活が終わってから時間がある人は、皆で整備しよう”と声をかけたところ、幾
つかの部活動が終わって有志でやっている』と一人の生徒が説明してくれました。私が、「み
んな、雨が降ってるのに、ありがとうね。」と声をかけると、「自分たちの学校ですから。」
と返ってきました。即答です。きっといつもそう意識しているからこそ、それが当たり前の
ことだからこそ、自然に言葉になってでてきたのだと思いました。私はホントに嬉しくなり
ました。何だかこうやって書いていても、その時のことを思い出すと温かい気持ちになりま
す。誰のものでもない、皆さん一人ひとりが創っている学校です。これまで卒業された多く
の先輩方もおそらくそう感じながら、この北松西高校を応援してくださっているのではない
かと思っています。委員会活動もそれぞれの委員長さん任せにするのではなく、その目的、
目標を一人ひとりが考え、理解し、生徒の皆さん全員が具体的実行し活躍してくれることを
期待したいと思います。 
    🔸 🔸  🔸 🔸  🔸 🔸  🔸 🔸  🔸 🔸  🔸 🔸  🔸 🔸 

「PTA総会」 
 ５月１３日（日）にPTA総会を実施いたしました。お忙しい中、また雨模様のお天気にも
かかわらず学校に足を運んでくださった保護者の皆様、ありがとうございました。私から今
年度の学校目標と昨年度実施した学校評価結果についてお話いたしました。学校目標につい
ては、昨年度本格実施から１０年の節目を迎えた小中高一貫教育を柱にして、一人ひとりの
学力向上と生活習慣の確立、そして最終的にはそれぞれの目標とする進路目標が実現できる
力を生徒たちに付けさせること、また自立したその先には社会に貢献しこの小値賀を愛し支
える心を育てること としています。また、学校評価については、生徒からの結果は、乗り
入れ授業と清掃活動、保護者からはあいさつについてが最も高い評価となっていました。詳
細は学校HPに掲載していますのでご覧ください。 

「高校総合体育大会」 「限界突破 轟け感動」  
平成３０年度第７０回長崎県高等学校総合体育大会７０周年記念大会のスローガンです。

６月１日（金）佐世保市総合グラウンド陸上競技場の開会式をスタートに開催されます。本
校では、陸上競技、女子ソフトテニス、女子バドミントン３競技に２５名の選手が出場し、
初日開会式での行進はＴＶでも放送されますので、選手の勇姿に保護者の皆様も熱い声援を
送っていただければと思います。特にこれまで厳しい練習にも耐え、学習との両立にも苦労
しながら頑張ってきた３年生、自信を持って、胸を張って、自己ベストを目指し戦い抜いて
来て欲しいと思っています。 
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高総体総合開会式、高総体（～6月 4日）※4日は午前 2時間特別時間割授業 

高総体代休（6月 3日分） 

高総体・連合音楽会報告会、生徒会役員選挙候補者選出、放課後補習開始（3年） 

校外模試（3年）～10日 

進路講演会 1年 

眼科検診 

選択科目説明会(1、2年)、進路説明会（3年）、公務員志望者講演会 

漢字検定 

校外模試（2,3年）、県就職模試、公務員模試、GTEC（1年） 

公開授業ウィークス（～29日）、考査時間割発表、朝学タイム開始 

生徒会役員選挙 

期末考査（～6月 28日） 

野球部壮行式、小中高合同海浜清掃 
 

小中高合同歓迎遠足 

４月２７日（金）に「小中高合同歓迎遠足」が行われました。この行事は、小値賀地

区小中高一貫教育として校種を越え各学校の親睦を深めることを目的に毎年行われてい

ます。 

 

ＰＴＡ総会・部活動後援会総会 
１３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２９年度の会務報告・決算報告、平成３０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７７．６％でした。多数のご出席ありがとうございました。  
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目的地到着       生徒会長による歓迎のことば   新一年生のパフォーマンス 
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６月２日(土)【団体戦】 
１回戦 対 長崎玉成 9:45～ 
２回戦 対 諫早商業 11:30～ 

６月３日(日）【個人戦】   
２回戦 川村希・山元 対 諫早東 

６月４日(月）【個人戦】 
２回戦 川村咲・永田 対 日大 
２回戦 福﨑・北村  対 純心女子 

６月２日(土)【団体戦】 
１回戦  対 大村城南  12:10～ 

６月３日（日） 【個人戦ダブルス】 
１回戦 坂井・升水 対 向陽 
２回戦 神田・貝屋 対 長崎玉成 

川口・伊藤 対 諫早商業 

６月４日（月）【個人戦シングルス】 
１回戦 坂井 対 五島南 
２回戦 坂井 対 諫早商業 

 川口 対 長崎女子 
貝屋 対 青雲 

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１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８５校中２６番目です） 

団長 釘島 正智 教頭  

旗手 （陸上競技部 主将 北村 仁大） 

選手 陸 上 競 技 部 １２名 

バドミントン部  ６名 

ソフトテニス部  ７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：トランスコスモススタジアム長崎≫ 

主将： 北村 仁大 

私たち陸上部は、それぞれが高総体で自己ベストが出せ

るよう、練習、調整をしてきました。出場する種目は一人

ひとり違いますが、練習のつらさ、また、記録が出たとき

の喜びを分かち合ってきました。チーム一丸となって、勝

負します。今までの陸上人生の集大成となる高総体にでき

るよう、全速前進！！してきます。 

 

 

吹奏楽部 ≪5月 26日（土）会場：アルカス佐世保≫ 

吹奏楽部連合音楽会  部長：橋本 彩 

私たちは、５月２６日にアルカス佐世保で行われる長崎

県連合音楽会に出演します。今年も例年同様、宇久島との

合同出演になりますが、今回は初の試みで、宇久中学校と

小値賀中学校も加わり、４校での出演となりました。４校

でも２０人未満と少ないですが、今まで深めてきた絆を信

じて頑張ってきます。 

演奏する曲は、２００４年度吹奏楽コンクールの課題曲『吹奏楽のための「風之舞」』

と MONGOL800の『小さな恋の歌』です。４月から練習してきた成果を発揮して、良いス

テージにしてきたいと思います。最後のステージなので全力を尽くしますので、応援よ

ろしくお願いします。 

バドミントン部 ≪会場：諫早市体育館・諫早高校体育館≫ 
主将：坂井 星香 

 私たちバドミントン部は団体戦、個人戦ともに出場します。

このメンバーで出場する最後の試合なので、今まで試合で培っ

てきた力を発揮し、これまで指導してくださった先生方、地域

の方々への感謝の気持ちを忘れず、１つ１つの試合を悔いなく

楽しんできます。また団体戦、個人戦のダブルス・シングルス

すべてでペアと声をかけ合い、最後まで自分たちのプレーを貫

き、部員全員一回戦突破を目指してがんばってきます。 

 

 

ソフトテニス部 ≪佐世保総合グラウンドテニスコート≫ 

主将： 永田 彩香 

北松西高校ソフトテニス部の今年の高総体での目標は、

団体戦はベスト４に入ること、個人戦はベスト６に入るこ

とです。３年生は、２年前からこの目標を掲げ、日々努力

してきました。現在部員は３年生２名、２年生１名、１年

生４名の計７名ですが、昨年までは、３名で活動していま

した。練習メニューが限られる中で、試合が終わるごとに、

自分たちに足りない点を互いに話し合いながら、練習を工

夫してきました。私たちがここまで頑張ってこられたのは、先生方はもちろん、保護者、

地域の方々などたくさんの方々が支えてくださり、応援してきてくれたからだと思って

います。多くの方々に対する感謝の気持ちに応えるために必ず結果を残してきます。今

まで努力してきたことに誇りをもち、ソフトテニス部らしく、元気よく、全力でプレー

してきます。みなさん、応援よろしくお願いします。 

 

 

 

 

～ 限界突破 轟け感動 ～ 

６月２日（土） 
10:00 砲丸投予選 福田 馬田 
12:20 1500m予選 北村 守山 

   山下 
14:40 5000mW予選 門脇 

 

６月４日（月） 
10:00 200m 予選  村中 
12:40 3000mSC予選 北村 

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。 

６月３日（日） 
9:30 100m 予選 村中 
13:55 800m 予選 村田 神川 
16:55 5000m予選 筒井 藤松 
         橋本 

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、北松西高生！！ 

 

 


