
 

 

 

 

 

『連合音楽会・高校総体』 

                          校長 福田 雅子 
５月２６日（土）、吹奏楽部はアルカス佐世保で開催された第 62回長崎県高等学校連合音楽会に

出演してきました。当日は小値賀中学校、宇久高校、宇久中学校との合同で、各校の先生方も協力し
てくださって、まさしく吹奏楽団という構成で演奏ができました。少ない合同練習であったにも関わ
らず落ち着いていて、音に厚みがあり素晴らしい演奏でした。広い会場でしたが最期まで楽しんで演
奏できたようです。 
次に６月１日（金）から行われた第 70回長崎県高等学校総合体育大会に陸上部、ソフトテニス部、

バドミントン部が出場しました。初日６月１日の開会式では選手２５名の気持ちが一つになって、旗
手の北村仁大君を先頭に見事な入場行進でした。それぞれの学校が持ち味を出していましたが、本校
は北松西らしく、さわやかで堂々としていました。翌日からは各競技会場で熱戦が繰り広げられまし
たが、バドミントン団体は２回戦で優勝校諫早商業と対戦。敗れはしましたが、勝ち上がった初戦で
は、ダブルスは常に声を掛け合いながら、またシングルスも最後まで丁寧に試合進めてフルセットま
で集中力を切らすことなく戦っていました。ソフトテニス団体は順当に２回戦まで勝ち上がりました
が、３回戦では残念ながら相手の力が上まっていたようです。結果ベスト１６でしたが、最後のゲー
ムでの粘りは素晴らしく、もう後がないという場面でもこのゲームは取りたいという気迫が伝わって
きました。さらに個人戦では２ペアが５回戦まで勝ち進み、ベスト３２という結果を残してくれまし
た。陸上部はそれぞれが掲げている自己ベストに向かって懸命にゴールを目指す姿が印象的でした。
結果自己ベストを更新した生徒もいましたし、レース後半になっても一人でも前の選手を追い抜こう
とする強い気持ちが伝わってきました。 
各会場には小値賀から保護者の皆様、卒業生、関係の方がたが沢山応援に来て下さいました。選手

にとっても声援が力になりました。お忙しい中足を運んでくださりありがとうございました。この後
は野球部も大会が控えています。応援よろしくお願いいたします。 
さて、１・２年生の皆さん、次は皆さんの番です。この大会でも３年生の後ろ姿をしっかり見てい

たでしょうか。ピンチになったとき、苦しい時、先輩は皆さんにどんな言葉をかけ、どんな姿を見せ
たでしょうか。その思いを後輩の皆さんは確実に受け取って、次につないでいってもらいたいと思い
ます。そして、今回の大会が最後になる３年生。言われなくても十分にわかっているよ、と思うかも
しれませんが、それでも言いたいと思います。今日からの切り替えです。力を出し切れたという人、
悔しさが残っている人、それぞれだと思いますが、皆さんは前に進んでいかなくてはなりません。こ
の北松西高校で学んでいる目標の一つは、自分の道を切り開いて自立するための力を身に付けること
です。その目標を達成するために、今から切り替えて、やるべきことに真摯に向き合っていくことを
願っています。試合で見せてくれたあの粘りや最後まで戦い抜く強さを忘れずに、３年間の部活動は
本物だったと見せてくれるものと期待しています。 

連合音楽会・高総体報告会（６日） 

６日（水）、本校体育館において連合音楽会・高総体報告会が実施されました。 

各部長から結果報告や今後の新チームへの激励の言葉、また３年生として今後の進路実

現へ向けての意気込みを述べていました。 新チームのスタート、３年生の進路実現、

どれもうまくいって欲しいと思います。 

 

 

 

 

 

 

   吹奏楽部    ソフトテニス部    バドミントン部      陸上部 

 

１年進路講演会（１２日） 

１３日（火）、本校視聴覚室において１年生を対象に進

路講習会が実施されました。「株式会社リクルートマーケ

ティングパートナーズまなび事業本部」加藤舞氏をお招き

し「未来を見つけよう」の演題で講話をしていただきまし

た。 

生徒は、将来について真剣に考えている様子でした。 

 

 

第１００回 全国高等学校野球選手権記念長崎大会 

開会式：７月６日（金）１４：００    

長崎県営野球場 

１回戦 北松西 対 口加   

７月７日（土）１２：００ 

第２試合 長崎県営野球場 

主将：橋本 大輝 

私達は、「常にチャレンジャー」と

いう言葉を合言葉に、これまで練習し

てきました。今大会では、一戦一勝を

目標に、支えてくれた方々、関係者の

方々へ、自分達の最高のプレーで恩返 

しをしたいと思います。小値賀からの 

応援よろしくお願いいたします。 

※試合日程および試合結果は高野連のＨＰでご覧になれます。 
アドレス http://www.n-kouyaren.sakura.ne.jp/ 

北松西高だより 
第３号 平成３０年６月２７日 

http://www.hokusho-nishi.ed.jp/ 
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７月の行事予定 

日 曜 行事予定 

５日 
６日 
７日 

１０日 
１４日 
１７日 
１９日 
２０日 
２３日 
２５日 

木 
金 
土 
火 
土 
火 
木 
金 
月 
水 

救急法講習会 
高校野球選手権大会長崎大会（～２２日） 
校外模試全学年(３年～８日)、陸上部高校選手権（～８日） 
体育祭合同練習（１２、１３日） 
県北地区学習交流会（２年）（～１５日） 
１年おぢか企業説明会 
球技大会 
終業式、大掃除、生徒会退任式、任命式 
夏季補習（～３１日）２年インターンシップ開始 
オープンスクール 

 

    

 

 

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


 

 

   

お礼  

小値賀町婦人会の皆さんから、今年も手作りの心がこ

もった雑巾をいただきました。多くの方の手間と時間が

かかったものだと思います。環境整備のための必需品で

大変助かっております。校内の清掃等で使用させていた

だきます。遅くなりましたがお礼申し上げます。ありが

とうございました。 

団体戦 
１回戦 北松西 ３―２ 長崎玉成 
２回戦 北松西 ０－３ 諫早商業 

個人戦ダブルス 
１回戦 川口・伊藤 ０－２ 諫早商業 

坂井・升水 ０－２ 向陽 
神田・貝屋 ２－０ 長崎玉成 

 ２回戦 神田・貝屋 ０－２ 長崎女子 
個人戦シングルス 
１回戦 貝屋 ２－０ 青雲 
    坂井 ２－０ 五島南 
２回戦 川口 ０－２ 長崎女子 
    貝屋 ０－２ 諫早商業 
    坂井 ０－２ 諫早商業 

私たち陸上部は６月２日から６月４日までにかけて行われた高総体陸上競技に出場しました。 

全員がベストを出すことはできず、悔いの残る結果に終わった選手もいます。しかし、この高総体は通過点で

しかありません。今回の結果を受けとめ、それぞれの課題を克服すべく、１・２年生は今後の試合に、３年生は

受験に望もうと思います。応援して下さった皆様、ありがとうございました。 

１・２年生の皆さん、毎日練習はきついと思いますが、休まず諦めず走り続けてください。全速前進！ 

（陸上競技部主将：３年１組 北村 仁大） 

私たちバトミントン部の高総体の結果は、団体

戦では初戦、長崎玉成高校に３対２で勝ち、２回

戦、諫早商業高校に０対３で負けました。 

個人戦のダブルスでは坂井・升水ペア、伊藤・

川口ペアが１回戦敗退、神田・貝屋ペアが２回戦

敗退でした。シングルスでは坂井、川口は２回戦

敗退、貝屋は３回戦敗退という結果でした。 

この高総体では全部員最後まで試合を楽しみな

がら戦うことができました。応援ありがとうござ

いました。 

（主将:３年１組 坂井 星香） 

～ ♪ 吹奏楽部 連合音楽会 ♪ ～ 

 私たち吹奏楽部は、５月２６日に行われた長崎県連合音楽会に出

演してきました。 

初めての４校合同出演という事で「本当にうまくできるのか」と

いう不安などのもありましたが、本番では緊張もせず堂々と私たち

なりの音楽を奏でる事ができました。また、演奏中観客席から自然

と沸いた手拍子には本当に感動し、涙が出そうになった程です。こ

のような素晴らしい演奏をする事ができたのも保護者の方をはじ

め、いろいろな方が支えて下さったからだと思います。小値賀から

の応援ありがとうございました。 

（部長：３年１組 橋本 彩） 

団体戦 
１回戦 北松西 ３－０ 大村城南 
２回戦 北松西 ２－０ 島原 
３回戦 北松西 ０－３ 純心女子 
個人戦 

２回戦 福﨑・北村   ０－４ 純心女子 
川村希・山元 ４－０ 諫早東 
川村咲・永田 ４－０ 長崎日大 

３回戦 川村希・山元 ４－２ 西陵 
川村咲・永田 ４－１ 西陵 

４回戦 川村希・山元 ４－３ 長崎商業 
川村咲・永田 ４－１ 平戸 

４回戦 川村希・山元 １－４ 大村 
川村咲・永田 １－４ 諫早商業 

 
 私たちは団体戦、個人戦に出場しました。結果

は団体戦ベスト１６、個人戦は川村咲・永田ペア

５回戦敗退ベスト３２、川村希・山元ペア５回戦

敗退ベスト３２、福﨑・北村ペア２回戦敗退でし

た。目標を達成することはできませんでしたが、

苦しい時は、２人で話し、最後の１本まで諦めな

い粘り強さを発揮しました。また、たくさんの

方々からの応援に応えられるような、私たちらし

いプレーをすることができました。たくさんの応

援ありがとうございました。 

（ソフトテニス部主将：３年１組 永田 彩香） 

100ｍ  村中 14秒 08(自己新記録) 
200ｍ  村中 28秒 34(自己新記録) 
800ｍ  神川 2分 10秒 73(自己新記録)、村田 2分 08秒 85  
1500ｍ 北村 4分 14秒 82、山下 4分 49秒 68、守山 5分 00秒 90  
5000ｍ 筒井 16分 57秒 28、藤松 途中棄権、橋本 18分 33秒 87 
3000m障害 北村 予選 10分 29秒 11 
5000m競歩 門脇 27分 29秒 62（決勝 9位、自己新記録） 
砲丸投げ 福田 記録なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  


