
 

 

 

 

 

『「OJIKA TIMES」～北松西高 NIE～』 

                          校長 福田 雅子  

昨年度２月の小中高一貫教育地区報告会で、学力向上のための方策の一つとして実施している、新

聞を教材として活用する NIE（Newspaper in Education）についてお伝えしました。高校ではこの取組を更

に深化させた形で、今年度“北松西 NIE”に取り組むことにいたしました。名付けて「OJIKA TIMES」で

す。 

目的は、小中高一貫教育の昨年度の課題も踏まえ【①資料から必要な情報を読み取ることで、読解

力の向上を図る。②記事を読むことで、社会への広い関心を身に付ける。③記述内容を根拠として、自

分の考えを文章や言葉で表現する力を身に付ける。】の３点としました。 

取組は毎週月曜日と木曜日の始業前（10分）です。生徒たちはまず各自でその日提示された新聞記事

を読みます。その後それぞれの学年ごとに「問い」について考えた答えをシートに記入します。時には

「じっくり読む」だったり、「要約する」だったり、「記事の内容について、賛成か反対か理由を添えて述べ

る」だったりと、問いは日によってあるいは学年によって様々です。 

 ちなみに、第 2回の新聞記事は、「どう思いますか 小中学校にスマホ」というタイトルでした。４月から

中学生になる息子さんとスマホ論争が続いているという母親の「中１からスマホ 早すぎない？」という

投稿に対して意見された別の二人の文章記事を読み比べました。そして、この日の２年生の問いは「児

童生徒が小中学校にスマホを持ち込むことに賛成か反対か。記事を参考にどちらの立場かを明記し、

理由も併せて記入せよ。」です。参考までに、長崎県は県全体で小中高全ての校種において原則携帯

電話の校内持ち込みは禁止されています。これに対し、「私はスマホを持ち込むことに賛成です。自

然災害の多い日本ではいつどこで災害が起こるか分からないので通学途中や学校内で災害が起

こったときに親に連絡することや調べる手段が小中学生は災害に対する知識も少ないので、必要

だと思いました。しかし、スマホによる様々なトラブルが発生していることも事実なので、親や

学校によるルールを決めることも必要だと思います。児童生徒がルールを守り、親や学校に迷惑

をかけない程度なら学校に持ち込み使っても良いと思います。」（２年 永田和人）という意見が述べ

られていました。 

 高校生として求めたい語彙力・社会への関心・読解力

を身に付ける手立ての一つとして、まずは一年間チャレン

ジしてみます。①知らないということを知ろう！ ②社会を

知ろう！ということです。この「知ること」がスタートラインで

す。社会的話題について書かれた文章を手に取ることの

積み重ねで、自分事として捉えたり時には課題を設定し

たり、そして自分には何ができるか考えることができる生

徒たちに成長してほしいと期待しています。 
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高総体（～3日）※3日は午前 4時間特別時間割授業 

高総体代休（6月 2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、3年放課後補習開始 

選択科目説明会(1,2年) 

校外模試（3年）～9日 

進路講演会 1年 

眼科検診 

進路説明会（3年）、公務員講演会（2,3年） 

漢字検定 

校外模試（2,3年）、県就職模試、GTEC、SPI対策、公務員模試 

小中高合同海浜清掃（午後）、公開授業ウィークス（～28日） 

(海浜清掃予備日) 

考査時間割発表、朝学タイム開始、生徒会役員選挙立会演説・投票 

アルバイト説明会 

期末考査（～7月 2日） 

英語検定二次 

 

ＰＴＡ総会・部活動後援会総会 

１２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３０年度の会務報告・決算報告、令和元年度の事業計画・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６８．２％でした。多数のご出席ありがとうございました。 

 

吹奏楽部連合音楽会 

５月２６日（日） 会場：長崎ブリックホール 

 部長：平田 樹 

私たちは、宇久高校と小値賀中学校と３

校合同で連合音楽会に参加します。高校３

年生は、この演奏で引退します。私たちは、

今のメンバーでの最後の演奏に向けて一生

懸命に練習し、部員一人ひとりが集中して

頑張ってきました。演奏する曲は２曲で、

「君の瞳に恋してる」と「宝島」です。ど

ちらも明るく楽しい曲なので、私たちもワ

クワクしており、楽しめるような音を奏で

たいと思います。最後の演奏を悔いを残さ

ず、今までで最高の演奏をしてきたいと思

います。  
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NIE 掲示板も設置しました 
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６月１日(土)【団体戦】 
１回戦 対 青雲    9:45～ 

６月２日(日）【個人戦】   
１回戦 遠山・山本 対 長崎北 
    福﨑・北村 対 平戸 
    川村・山元 対 島原商 

６月３日(月）【個人戦】 
１回戦 西・博多屋 対 松浦 
２回戦 福﨑・北村  対 純心女子 

６月１日(土)【団体戦】 
１回戦  対 長崎玉成  9:30～ 

６月２日（日） 【個人戦ダブルス】 
１回戦 貝屋・川口 対 長崎工業 

 升水・伊藤 対 長崎日大 

６月３日（月）【個人戦シングルス】 
１回戦 升水 対 五島 
２回戦 川口 対 総科大附属 

貝屋 対 西陵 

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   

≪５月３１日（金） 会場：トランスコスモススタジアム長崎≫ 

15：21 選手団入場開始  

（北松西高校の順番は８６校中８３番目です） 

団長 松添 秀喜 教頭  

旗手 （陸上競技部 主将 藤松 義匡） 

選手 陸 上 競 技 部 １３名 

バドミントン部  ５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。（14：55～16：50） 

 

 

 

陸上競技部 ≪会場：トランスコスモススタジアム長崎≫ 

主将： 藤松 義匡 

私たち陸上競技部は、高総体に向けて日々

練習をがんばってきました。部員も増え、部

の意識も高まったと思います。そして、私た

ち陸上部は中長距離・短距離・投てき・競歩

と別れて練習しています。特に競歩は北九州

大会出場が期待されているのでがんばってほ

しいです。短距離・投てき陣は自己記録更新

に向けて、中長距離陣は自己記録更新はもち

ろんのこと順位も上位を目指してがんばりま

す。そして４人が４００m ずつ走るマイルリ

レーでは部員１３人の想いを一つのバトンに

込めてがんばります。たくさんの応援よろし

くお願いします。 

 

 

 

バドミントン部 ≪会場：三菱重工体育館・長崎南高校体育館≫ 
主将：貝屋 恵理 

 私たちは６月１日に行われる団体戦、２・

３日に行われる個人戦に出場してきます。団

体戦では初戦突破を目指し、チーム一丸とな

って全力で粘り抜きます。個人戦では１回で

も多く勝ち、悔いの残らないように全力で戦

いたいと思います 

 今まで支えてきてくださった方々への感

謝の気持ちを忘れず最後は笑顔で終われる

ように一生懸命プレーしたいと思います。小

値賀からの応援よろしくお願いします。 

 

ソフトテニス部 ≪長崎かきどまりテニスコート≫ 

主将： 川村 希 

私たちはこれまで部員９名、顧問３名の計

１２名が１つになって練習してきました。

「個人・団体共に九州出場」を目標に、常に

上を向き、自分たちにあった自分たちにしか

出来ない練習をしてきました。普段から高総

体をイメージし校内練習では絶対に負けな

いと強い心を持ち課題改善に取り組んでき

ました。３年生にとって最後の試合となるの

で、これまでの練習の成果を発揮し、指導や

サポートをしてくださった小値賀町民のみ

なさんのためにも全力で勝負します。 

この一球は絶対無二の一球なり 

 

 

 

～ いざ行かん 新たな時代の頂点へ ～ 

６月１日（土） 
10:00 砲丸投予選 福田 出口 
10:25 400m予選 村田 
11:35 1500m予選 北野 
12:10 1500m予選 藤松 守山 

   川本 
13:00 5000mW決勝 門脇 

 

６月３日（月） 
10:00 200m 予選 村中 
15:40 3000m 予選 北野 

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２日（日） 
9:30 100m 予選 村中 
13:55 800m 予選 藤松 村田 
        神川 
14:40 800m 予選 北野 
16:55 5000m予選 筒井 橋本 
        山下 
18:00 4×400mR予選 

 藤松 村田 神川 守山 

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！！ 

 

 

 


