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 長崎県立長崎北高等学校 

 長崎北高ＮＥＷＳ  ５月号   

  ハイライト： 5月3１日（金）～7日（金）県高総体が行われます。 

  お    礼：  PTA総会・学年PTA・学級懇談会に多数の保護者 

           の皆様にご出席いただき、ありがとうございました。 
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北高の児等へ   「物語の主人公に」    

                             校長 林田 誠一     

平昌オリンピック・パラリンピックが行われたのは、もう１年以上前のこ

とです。その時、ＮＨＫのテーマ曲として毎日耳にしていたのが、SEKAI 

NO OWARIの「サザンカ」でした。ただ、応援ソングとしては力強さに欠け

るのではないかというのが、初めて聞いた時の印象です。安室奈美恵の

「Hero」、ゆずの「栄光の架け橋」、Superflyの「タマシイレボリューショ

ン」など、スポーツの応援ソングは曲調も歌詞も聴く人を奮い立たせるよう

なものが多いのですが、「サザンカ」はそのようなところが全くありませ

ん。何か物足りないという第一印象を持った人は少なくないのではないかと

思います。 

けれども、何度も聞いているうちに、歌詞の意味が私の中にしみ込んでき

て、「これは名曲だ」と思うようになりました。 

 

「夢を追う君へ 

 思い出してつまずいたなら 

 いつだって物語の主人公は笑われる方だ 

 人を笑う方じゃないと僕は思うんだよ」 

 

誰もが自分の思うとおりに勝てるわけではありません。勝者がいれば、必

ず敗者がいる。残酷ですが、これが真実です。時には無様な負け方をするこ

ともあるでしょう。けれども、たとえ笑われるような負け方をしても、それ

は「主人公」であることの証なのだと言うのです。逆の見方をすれば、人を

笑う人は決して自分の物語の主人公にはなれないということでもあります。

とても深い洞察です。深い洞察の後に、「と僕は思うんだよ」と控えめに言

い添えるのは、作者の誠実さの表れでしょう。 

作者は「夢を追いかける人、その側で見守り続ける人たちの物語を歌に出

来たらと思い、今回の楽曲を制作させて頂きました。オリンピック・パラリ

ンピックに挑戦する選手たちや応援している方々に、この曲がそっと寄り添

うことが出来たら光栄です」とコメントしています。アスリート本人だけで

なく、アスリートを見守っている家族や友達などにも寄り添う気持ちで書い

た言葉だから、こんなに優しいのだと納得しました。 

 

６月１日から、県高校総体が始まります。 

エントリーに入れなかった３年生やケガなどで出場できない３年生もいる

でしょう。悔しさはあるだろうけれど、選手たちを心から応援してくれるこ

とを願っています。SEKAI NO OWARIは「いつだって物語の主人公が立ち

上がる限り物語は続くんだ」とも歌っています。あきらめずに挑戦し続ける

限り、自分の人生の主人公でいられるのです。 

最近の北高Picture 

 ▲５/7～１１さわやか挨拶運動 

 ▲ ５/11  ＰＴＡ総会 

 ▲ ５/14～15  地区別説明会 



 ＰＴＡ総会行われる ～学年PTA、学級懇談会、PTA懇親会も～     
                                   教務部 吉田 謙吾 
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５月１１日（土）の午後、本校体育館にてＰＴＡ総

会が実施されました。今年度は全体の約６割の保護者

の方々に来ていただきました。お忙しい中、本校に足

をお運びくださり本当にありがとうございました。 

 総会での役員改選後、退任される飯島会長、武分副

会長に感謝の気持ちを込めて花束が贈呈されました。

榊原新会長（３年）のもと、阿野副会長（３年）、入

口副会長（２年）、中村副会長（２年）、山口監事

（２年）、矢ヶ部監事（２年）、そして新たに松尾副

会長（３年）、道端副会長（１年）、川村副会長（１

年）をお迎えし、令和元年度のＰＴＡ活動が本格的に

スタートしました。 

 総会に引き続き、学年ＰＴＡを開催し、外部講師を

招いての「文理選択」に関する講演会（１年）や、進

路指導主事による大学入試説明会（３年）なども行い

ました。最後は各クラスに分かれての学級懇談会

（２・３年）があり、有意義な顔合わせの機会となり

ました。当日の夜にはＰＴＡ懇親会も行われ、ＰＴＡ

役員を含む多くの保護者様に

ご参加いただき、和やかな雰

囲気の中、楽しいひとときを

過ごすことができました。あ

りがとうございました。 

  
  

地区別説明会で北高をアピール！  

         ～６月には第１回オープンスクール～        

 今回は、４月２６日に公表された、「２０２０年度（令和２年度）長崎大学入学者選抜方法等の主な変更点

（概要）」の一部を紹介します。 

① 新学部「情報データ学部（仮称）」の設置（文部科学省に設置申請中） 

  工学部情報工学コースを核として、数学・統計学などの基礎学問分野や医療・生命科学および社会・観光

学分野を中心としたデータサイエンスの教育研究組織を加え、理数系の学力・素養や、当該分野への関心と

他分野への探究心を持つ多様な学生を受け入れ、情報科学とデータ科学に精通した人材を養成する学部が新

設されます。情報データ科学科の１学科でインフォメーションサイエンスコースとデータサイエンスコース

の２つのコース制です。定員は１１０人で、これにともない工学部の定員が５０人削減されます。 

② 教育学部の改組（文部科学省と協議中） 

  中学校教育コースで一般入試・推薦入試のいずれにおいても、国語・社会・英語が文系として、数学・理

科が理系として、保健体育が実技系として募集され、音楽・美術・技術・家庭の募集がなくなります。入学

後に専攻する教科は、文系及び理系の推薦入試では出願時に届け出た教科となり、理系の一般入試では場合

によっては第１希望以外の教科になることがあります。教育学部全体の定員は６０人削減されます。 

 （もう少し詳しい内容は、長崎大学のホームページで確認してください。） 

  変わる大学入試⑫  「変わる長崎大学」 
                                 教頭 鶴田 和光 

 ５月１４日（火）・１５日（水）に、学区内の中学

校３年生の保護者を対象に、「地区別説明会」を開催

しました。来年度の入試に向け、北高の特色や受検に

ついての説明等を本校職員総動員で８地区に分かれて

行いました。当日は全地区合わせて約４００名の保護

者の方々が参加され、熱心に説明を聞いておられまし

た。 

 説明会では今春の卒業生（５３回生）の保護者の方

にも、体験談を交えながら北高のアピールをしていた

だきました。参加された保護者の方々にも大変好評

だったようです。 

 ６月２２日（土）には他校に先駆けて、第１回オー

プンスクール（午後～）を開催します。当日は多くの

中学生・保護者の方々に北高へ足を運んでいただき、

北高の雰囲気を感じ、魅力を知っていただきたいと思

います。お知り合いの中学生、もしくはその保護者の

方々がいらっしゃいましたら、ぜひお声かけをお願い

します。詳細につきましては、中学校を通じて、また

本校ホームページでもお知らせします。 
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～両道顕揚～ 高い理想をかかげる 

 今年度の高総体の組み合わせが決まりました。中間考査明けか

ら高総体に向けて短縮授業となっています。万全の準備のもと大

会を迎えようと、どの部も練習に一層熱が入っています。 

 ５月３１日に行われる開会式では、長池教頭先生を団長とし陸

上部・弓道部・サッカー部の選手たちが行進します。 

 ３年生にとっては最後の高総体。完全燃焼で挑め！！  

 選手たちへの応援をよろしくお願いします！ 

生徒総会が開催される】  

              生徒会指導部 森山 裕之 

  

 ５月21日（火）、生徒総会が行われました。今年度は日程

の関係で放送による生徒総会となりました。予算審議や各種

委員会の活動目標発表の後、生徒会長によって「長崎北高い

じめ撲滅宣言」が読み上げられ、最後にスマホの使用ルール

が生活委員会から提案されました。 

  

 総合開会式  ５月３１日（金）  
 
 トランスコスモススタジアム長崎 

 
 
 

 初日の競技会場   ６月１日（土） 
 
 長崎地区 

 

 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ男子 長崎北高校 

 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ女子 長崎北陽台高校 

 ｿﾌﾄﾃﾆｽ男女  かきどまり庭球場 

 射 撃     小江原射撃場 

 水 泳     長崎市民総合プール 

 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ男子 三菱重工総合体育館 

 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ女子 長崎南高校 

  ラグビー    長崎市営ラグビー・ 

         サッカー場 6／2(日) 

 

 中地区 

   

  陸 上      ﾄﾗﾝｽｺｽﾓｽｽﾀｼﾞｱﾑ長崎 

  弓 道      島原市霊丘公園弓道場 

  サッカー       遊学の里くにみ 

                 多目的芝生広場 

 

 佐世保地区 

 

 テニス男女    佐世保市総合 

             ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾃﾆｽｺｰﾄ    

 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ男子   佐世保西高校 

 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ女子   佐世保市東部スポ 

           ーツ広場体育館 

 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ男子 佐世保南高校 

 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ女子 佐世保東翔高校 

 剣道男女    平戸文化センター 

 

 もうすぐ高総体！ 輝け長崎北高!! いざ行かん 

 新たな時代の頂点へ 

長崎北高いじめ撲滅宣言 

一、一人ひとりの個性を認め合い、大切にします。 

一、相手を気遣う優しさをもち、自分の言葉に責任を持ちます。 

一、自分を理解してくれる人を大切にして、お互いを尊重します。 

 私たちは、以上のことを実行することを誓います。 

     令和元年5月21日 長崎県立長崎北高等学校 生徒一同 

インターン実習 スタート 
                  研修・図書部 松下 哲磨 
 

 長崎大学教育学部４年生によるインターン実習が始まりました。

この実習は、北高と長崎大学の連携事業の一環で、平成１７年度か

ら行われています。今年は１４代目となります。９月までの半年

間、毎週金曜日に実施されます。 

 

 実習生紹介   

 １年１組配属 立石 菜月（たていしなつき）国語 

    １年２組配属 甲斐 美来（かいみく）国語 

    １年３組配属 琴野 顕志（ことのけんし）理科 

    １年４組配属 吉田 周平（よしだしゅうへい）数学 

    １年５組配属 松尾 智大（まつおちひろ）英語 

    １年６組配属 松崎 匠悟（まつざきしょうご）英語 

高総体の結果につきましては 

本校ホームページに随時 

アップする予定です。 



 

To be Well Balanced 

～両道顕揚～ 歴史を創る使命観に生きる 

 長崎県立長崎北高等学校 
 
  長崎市小江原1-1-1 

     電話 ０９５ (８４４)５１１６  Ｆax ０９５ (８４４)５１１９ 
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ホームページもご覧ください。 
http://www.news.ed.jp/kita-h/ 

 ～部活動大会等の結果報告～ 
６月の行事予定  

日 曜 行事 日 曜 行事 

1 土  16 日 
オーケストラ部 

定期演奏会 

2 日  17 月 
振替休日 

部活動不可 

3 月  18 火 生徒会選挙 

4 火 振替休日 19 水 7限カット 

5 水  20 木 3校時：水の⑦ 

6 木 
火の授業 

進路講演会②③ 
３年放課後特授開始 

21 金 月の授業 

7 金 
歯科検診① 

教育実習終了 
22 土 

午前中日課 
第１回ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ 

     （午後） 

8 土 
特別授業①② 

進研マーク③ 
23 日  

9 日 進研マーク③ 24 月  

10 月  25 火  開校記念日

11 火 高総体報告会 26 水  

12 水 歯科検診③ 27 木  

13 木 歯科検診② 28 金  野球部壮行式 

14 金 考査時間割発表 29 土    

15 土 

特別授業① 

県下一斉②③ 

GTEC①② 

30 日  

県
高
総
体 

オーケストラ部第31回定期演奏会のご案内 
 
   日 時：６月１６日（日） 

        開場１３：３０ 

        開演１４：００ 

   場 所：長崎ブリックホール 

  曲 目： 大島ミチル 「ナガサキ グリーン アンド ブルー」 

          酒井健吉  「ラプソディア ナガサキ」 

      「２０１８Ｊ－ＰＯＰベストヒット」  

      ベートーヴェン 交響曲第5番ハ短調「運命」ほか 

 ☆入場無料です。多数の方のご来場をお待ちしています。 

 進路講演会のご案内 
   ６月６日（木）１５：２５～本校体育館にて、北九州予備校  

   大山 純治先生をお招きし、「受験生としての心構え」と題して 

   講演会を開催します。保護者の皆様もぜひお越しください。 

    
     【放送部】 

      ○第66回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト県南地区大会 

      アナウンス部門  西 俊紀 優秀賞〔県大会出場〕  

      朗読部門  二里 理央奈 優秀賞〔県大会出場〕  

 

     【陸上部】 

      ○長崎県陸上競技選手権大会兼国体予選 

      女子5000ｍ競歩 鶴田 桃花 ３位入賞（九州大会出場） 

 

     【水泳部】 

      ○第50回長崎市春季水泳競技大会 

       団体女子 総合優勝 

       個人男子 ２００ｍ背泳ぎ 優勝 石本 勇真 

       個人女子 ２００ｍ自由形 優勝 杉永 智美 

       ５０ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ 優勝 山口 笑佳 

 ２００ｍ平泳ぎ 優勝 川浪 愛里 

       ４×５０ｍﾘﾚｰ 優勝（内田・藤・山口・杉永） 

       ４×５０ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 優勝（内田・藤・山口・杉永） 

 

      ○第12回長崎県高等学校春季水泳競技大会 

        団体女子 準優勝 

      個人男子 ２００ｍ背泳ぎ２位 石本 勇真 

      個人女子 ２００ｍ背泳ぎ２位・５０ｍ背泳ぎ２位 内田 想 

                  ２００ｍ平泳ぎ３位・１００ｍ平泳ぎ２位 川浪 愛里 

  ４００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ優勝・２００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ２位 杉永 智美 

  ４００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ３位 馬場 萌子 

   ５０ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ２位・１００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ２位 山口 笑佳 

  ２００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ ３位・１００ｍ自由形２位 藤 花実  

  ４×１００ｍﾌﾘｰﾘﾚｰ優勝（藤・中村・山口・杉永） 

  ４×１００ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ優勝（内田・藤・山口・杉永） 

 

     【競技かるた部】 

      ○第16回長崎県高等学校百人一首かるた競技選手権大会 

       団体戦の部 優勝（全国高等学校かるた選手権大会出場） 

      個人戦の部 Ａ1組 3位 楠美  優（全国大会出場） 

      個人戦の部 Ａ1組 4位 荒木 美帆（全国大会出場） 
 

期
末
考
査 


