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ハイライト： 5６回生入学おめでとうございます。 

お知らせ  ： 5月1１日（土）はＰＴＡ総会です。保護者の皆様方の 

         ご出席をよろしくお願いいたします。 
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今月の北高Picture 

 「サラダ記念日」で有名な俵万智さ

んの息子さんの言葉がTwitter上で話

題になったことがありました。 

 

 「先生ってさあ」と息子。「よく、

前を見なさい！って言うよね」。まあ、

あんたがよそ見ばっかりしてるから

じゃない？「でもさあ、オレにとって

は、見ているほうが前なんだよね」…

ん？ 

(2012.6.16) 

 

 息子「や党と、よ党のあいだに、ゆ

党ってないの？」。なんだかね－、今

は全部が、ゆ党に見えるよ。 

(2012.11.25) 

 

 電子書籍について、息子に説明をし

た。「便利だね！でもオレは、コロコ

ロコミックをめくる時、顔に感じる風

が好きなんだよな－」 

(2013.7.8) 

 

 どれをとっても、息子さんの言葉

（たぶん小学生だったと思います）の

センスに思わずニンマリしてしまい

ます。子どものさりげない言葉を聞き

流さずにすくい取り、ウイットを利か

せてまとめる俵万智さんの文章力に

も脱帽です。 

 息子さんネタの面白いツイートは

他にもたくさんあったのですが、中で

も、2015年1月2日のツイートには

深く考えさせられました。 

 

 宿題を少しやっては「疲れた～」と

投げ出す息子。「遊んでるときは全然

疲れないのにね」とイヤミを言ったら

「集中は疲れるけど、夢中は疲れない

んだよ！」と言い返されました。 

 確かに、集中しようと思えば思うほ

ど集中から遠ざかってしまうことは

よくあることですし、逆に好きなこと

に夢中になって取り組んでいるうち

に、あっという間に時間が過ぎ、気づ

けば信じられないくらい没頭してい

たという経験を持っている人は少な

くないはずです。 

 おそらく、集中して取り組んでいる

人の心の中や頭の中で起こっている

ことと、夢中になって取り組んでいる

人のそれとは、質が違うのではないか

と思います。また、集中と夢中では、

持続する力に大きな差があるように

思います。まさに「集中は疲れるけど、

夢中は疲れない」のです。 

 また、夢中になることは若さの特権

かも知れません。社会に出て仕事に就

くと、集中して取り組まなければなら

ないことはあっても、夢中で取り組め

ることは少ないような気がします。 

 数学の問題を夢中になって解く、好

きな小説を夢中になって読む、夢中に

なってサッカーのシュート練習をす

る、このような経験をたっぷり積むこ

とが、若い心と頭と体を大きく成長さ

せるのだと思います。 

 「夢中は疲れない」。この言葉は、

孔子が言った「之を知る者は之を好む

者に如かず、之を好む者は之を楽しむ

者に如かず」に通じる名言かも知れま

せん。 

   4/5 部活動紹介 

 4/8 始業式 校長講話 

 4/15 晴天の歓迎遠足 

 北高の児等へ   「夢中は疲れない」  校長 林田 誠一 
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 北高５６回生の船出にあたって      １学年主任 藤原 雅光 

  

 ５６回生の北高生活がいよいよ始まりました。入学式直前の合格者オリエンテーションでは、礼法や校歌

の練習に一生懸命に取り組んでいました。入学式での、緊張感に身を包みながらも晴れ晴れとした顔で校歌

を歌う姿は立派なものでした。 

４月１０日（水）からは、２泊３日の日程で新入生宿泊研修を行いました。研修では、あらゆる面で義務教

育とは違った厳しさがあることを実感したはずです。最初は戸惑いを見せていた生徒たちも、集団行動や各

教科の学習の仕方、学校生活の心得など、北高生としての在り方を真剣に学んでいました。生徒が素直に話

を聞き、高い意識を持って行動しようとしている姿に、５６回生へのさらなる期待が膨らみました。また、

寝食を共にする中で生徒同士の理解も深まったようです。今回の宿泊研修や学年集会などのさまざまな場面

で、５６回生に訴えたことは次の３点です。 

  ① 清々しい挨拶をする 

  ② 時間を守る 

  ③ 周囲に対する気配りを忘れない 

 いずれも学校生活だけでなく、社会生活を送るうえでも基本的なことです。まずは、この３つを基本にい

ろいろなことにチャレンジする中で「感動」を体験し、北高生として、一人の人間として大きく成長してほ

しいものです。 

 ４月１６日からは授業や部活動も始まりました。慣れない高校生活に弱音を吐くこともあるかもしれませ

んが、保護者の皆様からのサポートをお願いいたします。私たち学年団も５６回生とともに学び、成長する

集団でありたいと考えております。今後ともご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

  変わる大学入試⑪ 「ｅ ― ポートフォリオ」      教頭 鶴田 和光 
 

 前回は、ポートフォリオを紹介しました。そのポートフォリオをデジタルで管理する「ｅ―ポートフォリオ」

が注目されています。大学入学者選抜において「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」を含む「学力

の３要素」（あとの２つは、知識・技能、思考力・判断力・表現力等）を多面的・総合的に評価するため、そし

て、一人一人が積み上げてきた大学入学前の学習や多様な活動等に関する評価の充実を図るために、これまで用

いられてきた「調査書」に加え、前回紹介したような「志願者本人の記載する資料」と併せて、志願者本人が作

成したものを高校の教員が承認する「ｅ―ポートフォリオ」の活用が検討されています。すでにいくつかの大学

が、「JAPAN e-Portfolio」と連携した活用（JAPAN e-Portfolio のWebサイト<https://jep.jp/>をご参照く

ださい）を始めています。この動きは今後も加速するものと思われます。 

 本校では、５５回生から紙ベースのポートフォリオを作成してきましたが、上述したような動きを踏まえ、５

５回生・５６回生を対象に「ｅ―ポートフォリオ」を作成できるようなシステムを導入する予定です。高校生活

でどのような活動に取り組み、その過程で課題をどう乗り越え、その活動を通してどのような学びを得たかを生

徒自身に表現・記録させることを目的としています。その記録を生徒自身が後で振り返った時に、自身の成長に

気づくことも期待しています。また、教員からのフィードバックも効果的に行いたいと考えています。 
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～両道顕揚～ 高い理想をかかげる 

北高希望の中学生３年生の 

保護者の皆様へ 

 
 ５月の地区別学校説明会を下記

の日程、場所にて開催します。 

多数の皆様のお越しを 

   心よりお待ちしています。 

 

（教務部 吉田 謙吾） 

 

◎１４日（火）19:00～20:00 
 

 

◎１５日（火）19:00～20:00 

   
 

 ５５回生「海外語学研修」報告  
           海外語学研修担当 島崎 公美子 
 

 ５５回生４０名が、アメリカ合衆国カリフォルニア州のベンチュラ近

郊で、３月２３日（土）から７泊８日の日程で海外語学研修に参加しま

した。語学力を向上させるとともに、異文化理解を深め国際感覚の涵養

を目的とし、滞在中の大半はホームステイ泊です。語学学校での授業や

現地の高校生とともに授業

を受け、カリフォルニア大

学でのキャンパスツアーや

ユニバーサルスタジオハリ

ウッド研修など充実した

日々を過ごすことができま

した。この経験を今後の学

校生活に生かしてくれるこ

とを参加者全員に期待して

います。 

 歓 迎 遠 足 

 生徒会指導部主任 森山 裕之 

 

 ４月１５日（月）、前日の雨の影響もなく、絶好の晴天のもと、新入

生歓迎遠足を実施しました。体育館での歓迎行事では、新転任の先生方

による「学園天国」ダンスが披露された後、ラグビー部有志による漫才、

伝言ゲームやオーケストラ部による歓迎演奏がありました。 

 その後、稲佐山に向けて出発。到着後はクラス写真を撮影した後、弁

当を広げたりレクレーションをしたりして楽しく過ごしました。新入

生と先輩、クラスの絆をより深めた１日でした。 

  中学校名     場所 

  中学校名     場所 

西浦上 長大附属 

 

東部地区 

(東長崎、日見、 

桜馬場、片淵、 

長崎、橘他) 

 

南部地区 

(梅香崎、戸町、 

土井首、小ヶ倉、 

三和他) 

 

私立(長崎精道他) 

県立総合体育館 

大研修室 

山里 
山里ふれあいセンター

第１研修室 

滑石、横尾 
滑石ふれあいセンター 

第１研修室Ａ・Ｂ 

岩屋 
滑石公民館 

第２研修室・小研修室 

小江原、式見、 

福田、西泊 

長崎北高 

多目的室 

緑が丘、丸尾、 

淵、三川、江平他 

Big N 

第１会議室 

長与、長与第二、 

高田、時津、鳴北 

長与ふれあいセンター

研修室Ｂ 

三重、大瀬戸、 

琴海、西彼方面 

三重地区市民センター 

研修室１ 
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～両道顕揚～ 歴史を創る使命観に生きる 

 長崎市小江原1-1-1 

 電話  ０９５ (８４４)５１１６ 

 Fax    ０９５ (８４４)５１１９ 

  

長崎県立長崎北高等学校 
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５月の行事予定  

日 曜 行事 日 曜 行事 

1 水 天皇即位の日 16 木  

2 木 国民の休日 17 金 
インターン実習 

教育実習開始(3W) 

3 金 憲法記念日 18 土  

4 土 みどりの日 19 日  

5 日 こどもの日 20 月  

6 月 部活動不可 21 火 生徒総会 

7 火  22 水  

8 水 検尿２次 23 木 眼科・耳鼻科検診① 

9 木 月の授業 検尿２次 24 金 
インターン実習 

教育実習開始(2W) 

７限カット 

10 金 振替休日(5/11) 25 土  

11 土 
午前中授業（①～④）

ＰＴＡ総会 
26 日  

12 日  27 月  

13 月 中間考査②③ 28 火 高総体壮行式 

14 火 
中間考査②③ 

地区別説明会 
29 水 振替休日(6/1) 

15 水 
中間考査①②③ 

地区別説明会 
30 木  

   31 金 
高総体開会式 

（諫早） 

ホームページもご覧ください。 
http://www.news.ed.jp/kita-h/ 

 ～部活動大会等結果報告～ 

 

 

 

    

   
   ＜射撃部＞ 

    ◎全九州ライフル射撃大会 

     エアーライフル少年女子 ５位 尾崎咲幸（２年）  

     ビームライフル少年男子 ３位 遠藤颯也（２年） 

                 ５位 毎田晴彦（３年）  

     ビームピストル少年女子 ３位 山戸志帆（３年）  

 

 

   ＜バレーボール部男子＞ 

    ◎長崎地区高等学校バレーボール春季大会  準優勝 

 

 

   ＜ソフトテニス部＞ 

    ◎長崎地区高等学校ソフトテニス春季選手権大会 

           男子   準優勝 川島躍士・山下秦 組  

             女子   ３位 植木理子・木下由愛 組 

    

短
縮
授
業 

短
縮
授
業 

短
縮
授
業
・
行
進
練
習 

ようこそ北高へ！！ 
   

  このたびの人事異動で９名の新しい先生方が北高に仲間入り  

 されました。よろしくお願いします。 

 

  林田 誠一 校長（県立長崎図書館から） 

  長池 一徳 教頭（県教育委員会から） 

  松尾 卓哉 事務長（盲学校から） 

  西澤 秀行 先生（美術 五島高校から） 

  村上 道代 先生（英語 諫早高校附属中学校から） 

  福島 健二 先生（保健体育 長崎南高校から） 

  田中 颯真 先生（生物 宇久高校から） 

  土橋 拓太 先生（地理 新卒） 

  勝  幸八 先生（地学 鳴滝高校から） 

  郷野 博章 主任（事務 鶴南特別支援学校時津分校から） 

 


