
 

 

 

 

 

『連合音楽会・高校総体』 

                          校長 福田 雅子 

去る５月２６日（日）、吹奏楽部が長崎市ブリックホールで開催された第６３回長崎県高等学校連合音楽会
に出演しました。当日は、小値賀中学校、宇久高校との合同で総勢２４名。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
てしかも楽しい演奏で、吹奏楽部の皆さんもやり切った感じでした。 
次に高校総体についてですが、初日５月３１日（金）の開会式では２７名の気持ちが一つになって、旗手の

藤松くんを先頭に見事な行進でした。それぞれの学校が持ち味を出していましたが、生徒たちは北松西らしく、
フィールド内に入る最後まで全員の気持ちが一つになっていることがよくわかりました。さわやかで堂々とし
ていて、保護者や他校の先生から素晴らしかったと言葉を頂戴しました。 
また、翌日からは各競技会場で熱戦が繰り広げられました。まずバドミントン部は、﨑元さんの力を借り団

体戦に出場しました。１試合目は最初緊張から硬さが見られましたが、徐々に自分たちのプレーができたよう
でした。２回戦で準優勝校に敗れはしましたが、目標としていたチャレンジができたと思います。 
ソフトテニス部は順当に３回戦まで勝ち上がりましたが、最後は残念ながら相手の力が上まっていたようで

す。しかし、最後のゲームでの粘りはハラハラドキドキしつつも素晴らしいものだったようで、最終的にベスト
１６という結果でした。また、個人戦では、川村さん山元さんがベスト３２まで勝ち上がりました。勝利までもう
少しというところでしたが、後輩の皆さんがその闘志を受け継いでくれるものと思います。 
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。そして、

何より嬉しい報告を聞くことができました。5,000ｍ競歩で、３年の門脇くんが３位入賞を果たし、見事北九州
大会の切符をつかみ取りました。北九州大会は６月１３日（木）に開催され、結果は１５人中１１位という結果
でした。残りは九州陸上競技選手権大会も含めあと２レースありますが、目標を決め、更に事前準備を十分
に整えて挑戦してきてほしいと思います。 
期間中小値賀からの応援は勿論ですが、保護者の皆様や卒業生、関係の方々がたくさん会場に応援に

来てくださいました。本当にありがとうございました。お礼申し上げます。 
それから、今年度は初日の６月１日（土）、吹奏楽部と野球部の生徒たちが初めての試みで県北小値賀会

に参加しました。日頃から活動を応援してくださっている小値賀出身の方々に活動の成果を披露したり、これ
までの応援に対するお礼を伝える機会になりました。ありがとうございました。小値賀会の方々からも感動し
たという言葉をいただきました。 
生徒たちが生き生きと頑張っている姿を見ていただくことが、生徒たちができる小値賀への応援の一つで

す。これからも保護者は勿論ですが、小値賀出身の多くの方々が見えないところで自分たちを支えて下さっ
ていることを忘れないで、その気持ちをエネルギーに変えて全力投球できる生徒たちであってほしいと思ってい
ます。 
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応援に出向いた会場で、試合終了後涙をぬぐう姿が目に入りました。学校で見るその人は、穏やかでいつ
も笑顔、というイメージです。だから一層初めて見たその表情にかける言葉が出てきませんでした。狙ってい
た結果が出せなかった悔しさでしょうか。達成感が掴めなかったぶつけ様のない気持ちなのでしょうか。心に
熱い思いを秘め人知れず練習していたのかもしれません。その人なりにひた向きに懸命に練習に取り組ん
できたからこそ、いつもは見せたことのない涙になったのではないかと想像しました。残念な結果で終わった
かも知れないけれど、私はこの経験が大事だと思います。未来を予想して準備万端
に頑張った。しかし思いに反し、期待通りの結果が得られないこともある。その悔しさ
がその人をタフにしてくれます。何が足らなかったのだろうと考えることができる人に
なります。これから更に色々な経験を積んでいく中で失敗もあるでしょう。挫折も味わ
います。大切なことは、その時どう踏ん張って次の一歩を踏み出せるかです。今回の 

 

小中高合同海浜清掃 

６月１７日（月）、小中高合同で小値賀町内の海岸（浜崎 

鼻、ふなせ、大島）および姫の松原近辺の清掃活動を実施 

しました。あいにくの雨で昨年度実施できなかった分、そ 

れぞれの場所で小中高生混合の班が、協力しながら活動を 

行い、ゴミのない綺麗な海岸や姫の松原にしました。 

 

第１０１回 全国高等学校野球選手権長崎大会 

開会式：７月１１日（木）１４：００ 長崎県営野球場 

１回戦 北松西 対 口加  ７月１１日（木）１６：００ 開幕試合 長崎県営野球場 

主将：門田 秀英 

私たち野球部は、８名で活動してきました。

少ない人数でできる練習も限られている中で、

一人ひとりが意見を出し合い工夫してきました。 

陸上競技部や他校から選手に加わってもらい

様々な大会に出場したり、県北小値賀会に参加

したりする中で、たくさんの人の支えの中で野

球ができているんだなと深く思いました。 

私たち野球部に関わってくださった方々、いつも応援してくれている方々への感謝の

気持ちを忘れずに試合に挑みたいと思います。また今回は、開幕試合ということで、気

温も高いうえ、観客が多いことが予想されます。慣れない環境での試合になると思いま

すが、十分な準備をして最高のプレーをします。残りの練習時間を大切にし、必ず夏１

勝を実現させたいと思うので、応援よろしくお願いします。 

※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/  
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７月の行事予定 

日 曜 行事予定 

１日 
２日 
４日 
６日 
８日 
９日 

１１日 
１３日 
１６日 
１８日 
１９日 
２２日 
２４日 
３１日 

月 
火 
木 
土 
月 
火 
木 
土 
火 
木 
金 
月 
水 
水 

期末考査（～２日） 
野球部壮行式 
救急法講習会 
校外模試全学年（３年～７日）、陸上部高校選手権（～７日） 
開校記念日 
体育祭合同練習（１２日） 
全国高校野球選手権長崎大会（～２８日） 
２年県北地区学習交流会（～１４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（～３１日） 
オープンスクール 
３年夏季学習会（～８月７日） 

 

 

 

 

高校総体はそのような力をつける機会でもあるのだと改めて思いました。 

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


 

 

 

   
団体戦 
１回戦 北松西 ３―０ 青雲 
２回戦 北松西 ０－３ 長崎女子 

個人戦ダブルス 
１回戦 貝屋・川口 ２－０ 長崎工業 

升水・伊藤 １－２ 長崎日大 
 ２回戦 貝屋・川口 ２－０ 佐世保南 
 ３回戦 貝屋・川口 ０－２ 諫早商業 
個人戦シングルス 
１回戦 升水 ２－０ 五島 
２回戦 川口 ２－０ 総科大附属 

 貝屋 ０－２ 西陵 
    升水 ０－２ 諫早商業 
３回戦 川口 ０－２ 諫早商業 

私たち陸上競技部は全員が自己ベストを目指して頑張りました。結果、全員が自己ベストとはなりませんでしたが皆精一杯頑張りました。そし

て３年門脇が北九州大会に出場し、長崎県代表として健闘しました。 

３年生は最後の高総体でした。悔いの残るレースとなりましたが、感動を与えるレースをしてくれました。そしてその悔しさをバネに自分の進

路実現に向けて頑張ります。たくさんの応援ありがとうございました。これからも北松西陸上競技部をよろしくお願いします。 

（陸上競技部主将：３年１組 藤松 義匡） 

私たちは１日に行われた団体戦、２日に行われ

た個人戦に出場してきました。団体戦では目標と

していた初戦突破を達成でき、チーム一丸となっ

て全力プレーすることができました。個人戦では

一人ひとりが練習の成果を出し切り、粘り強くシ

ャトルを追いかけることができたと思います。 

これからはバドミントンを通して学ぶことがで

きた、全力プレーや粘り強さを今後に活かしてい

きます。たくさんの応援、本当にありがとうござ

いました。 

（バドミントン部主将:３年１組 貝屋 恵理） 

～♪ 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。宇久高校や小

値賀中学校と数少ない合同練習しかできませんで

したが、とても良い演奏になりました。演奏して

いる一人ひとりが集中して楽しみ、とても良い演

奏をすることができました。これで３年生も引退

です。これからは２年生と１年生に託して、頑張

って北松西サウンドを島中に奏でていって欲しい

と思います。小値賀からの応援ありがとうござい

ました。 

（吹奏楽部部長：３年１組 平田 樹） 

団体戦 【ベスト１６】 
１回戦 北松西 ３－０ 長崎玉成 
２回戦 北松西 ２－１ 口加 
３回戦 北松西 ０－２ 長崎北 
個人戦 

１回戦 川村・山元 ４－０ 島原商業 
福﨑・北村 ４－３ 平戸 
遠山・山本 １－４ 長崎北 
西・博多屋 ４－０ 松浦 

２回戦 川村・山元 ４－０ 長崎東 
福﨑・北村 ３－４ 諫早商業 
西・博多屋 ２－４ 対馬 

３回戦 川村・山元 ４－３ 佐世保西 
４回戦 川村・山元 ３－４ 大村 
   【ベスト３２】 

私たちは、目標であった個人・団体共に九州大

会出場という目標を達成することができません

でしたが、ソフトテニスを通して、勝ち負けだけ

ではなく、挨拶やお礼を言うなどの「礼儀」、最

後まであきらめず走り抜く「粘り強さ」など多く

のことを身に付けることができました。今回の目

標達成とはいきませんでしたが、手に届かない目

標ではないし、目標を高く設定することには意味

があると思うので、今後も自分たちの立てる目標

に向かって頑張っていきます。これまで私たちを

支え、励まし、指導してくださった町民の皆さん

に感謝し、結果で返せるよう日々精進していきま

す。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 川村 希） 

100ｍ  村中 13秒 48 
200ｍ  村中 27秒 71 
400ｍ  村田 52秒 34 
800ｍ  藤松 2分 05秒 73、村田 2分 02秒 27、神川 2分 11秒 81 
800ｍ  北野 2分 39秒 61 
1500ｍ  藤松 4分 26秒 52、守山 4分 52秒 06、川本 4分 56秒 07 
1500ｍ  北野 失格 
3000ｍ  北野 12分 19秒 90 
5000ｍ  筒井 16分 21秒 62、橋本 17分 56秒 40、山下 17分 50秒 50 
5000mW  門脇 23分 59秒 82【決勝 3 位 北九州大会進出】 
北九州大会  25分 06秒 65（決勝 11位） 
4×400mR  村田・神川・守山・藤松 3分 46秒 04 
砲丸投げ  福田 記録なし、出口 記録なし 


