
 

 

探  検                               
 

高校副校長 大谷 幸治 
 

４月２２日（金）の佐世保北中高歓迎遠足は私にとって忘れられない行事となりました。極度の運動不足を自覚

しながらも軽い気持ちで「遠足」に出発しました。「遠足」は英語でschool trip、school excursionなどといいます。

英語教師の私は、長年の習慣で、無意識のうちに様々なことを英語に変換し、その語源や歴史を調べるようになっ

ていて、その日もex（外へ）cur（走る）sion（語尾）、つまり「外へ向かって走り出る」くらいの気持ちでした。

しかし行けども行けども目の前の急こう配は果てしなく続きます。目の前の生徒たちは一定のスピードで着実に歩

を進めます。「これって中学１年生も全員歩いているんだよね。」出発してしまった私は生徒たちの手前、途中脱

落をすることができず無心で歩き続けるのでした。大きな標識が見えた時に「ようやく頂上か。」とホッとしたの

も束の間、それには「残り５キロ」と書いてあるではありませんか。その時、私の頭の中では、「これは遠足なの

か？いやいや、これは遠足などという生ぬるいものではない。もはや探検だ！」との思いが繰り返されるのでし

た。ついでながら、cur（走る）を含む単語に、カーソル（cursor）、流通している・潮流・電流（current）、通貨

（currency）、再発の（recurrent：リカレント教育は今はやりの「学びなおし」ですね）などがあります。どの単語

もいろいろなところを走り回っていますね。 

「探検」は英語でexpedition、explorationなどといいます。ex（外へ）pedi（足）tion（語尾）、「足で外へ出かけ

る」。pede(pedi)は「足」を表す語幹で日常会話でも多くの単語に使われています。自転車のペダル（pedal）は足で

漕ぎます。そう言えば、「弱虫ペダル」という映画がありましたね。ペディキュア・足の治療（pedicure）、歩行者

（pedestrian）、万歩計（pedometer）、百足（ムカデ）（centipede）は文字通り日本語も英語も１００本の足を持つ

のですね。ちなみにcentipedeの前半のcent(i)は１００を表し、世紀（century = １００年）、パーセント・百分率

（percent）、摂氏の・百分度の（centigrade）、１００分の１メートル（centimeter）など日常生活でもよく使われる

単語がたくさんあります。１００を表す部分があるのなら１０を表す部分があるのではないかと思うのが人間の性

です。私もずっとずっと前、学生の頃に調べてみました。すると、deci（dece）が１０を表すということがわかりま

した。１リットルの１０分の１は、１デシリットル（deciliter）と言いますね。その前半の「デシ」が１０を表すの

です。小数の・１０進法の（decimal）、１０年間（decade）、そう言えば「デケイド」という名の仮面ライダーが

放送された時期がありましたが、平成仮面ライダーシリーズ１０作品目の仮面ライダーだったようです。世界史で

習ったモーゼの十戒（decalogue）、ボッカチオが書いたデカメロン（decameron十日物語）も同じ語源ですね。ここ

で意外なことに気づきました。deceで始まるにも関わらず１０以外を表す有名な単語があるではありませんか。そ

う、Decemberです。しかし、１０月ではなくて１２月を意味する単語です。更に調べてみると、元々はSeptemberは

７月、Novemberは９月を表していたとのこと。確かに、Sepはsevenに、Novはnineに似てますね。Octoberは１０月

なのに元々は８月。octopusは「たこ」を表し、８本足です。Octaveは「オクターブ」でドレミファソラシドの「８

度音程」を意味します。では、なんで２か月ずれているのか気になりますよね。その理由はなんと、古代ローマの

初期のころは１年間は１０か月しかなかったのです。その後１月と２月が追加され、今の１２か月＝１年になった

そうです。更に月の名前はギリシャ神話の神様がもとになったものが多いということもわかりました。３月

（March）は古代ローマの軍神「マルス」から、４月（April）はギリシャ神話の女神アフロディテ（Aphrodite）か

ら５月（May）はギリシャ神話の女神マイアから、そしてもっとも有名な６月（June）は結婚生活を守る女神ユノ

から来ています。ジューン・ブライドと言われる理由が納得できますね。 

太陽（sun）の形容詞はsunnyなのに、どうして月（moon）の形容詞は全く異なる形のlunarなんだろう。立派な・

晴れた（fine）にどうして「罰金」という意味があるのだろう。このような素朴な無数の疑問を抱きながらも、限

られた時間で必死に単語を暗記した高校時代。そんな中、私に衝撃を与えた単語が「interest」でした。最初、名詞

のinterestは「興味」という意味で覚えたと思います。それがある時、「興味」の意味では文脈に合わない英文に出

会い「利子、利益」という意味があることに驚きました。interestはinterとestに分解でき、前半のinterはインターナ

ショナル（international）等多くの言葉に使われているとおり「～の間」を意味します。一方のestはラテン語で「存

在する」を意味するesseの変形で、「間に存在するもの」が原義のようです。英語のbe動詞のようなものです。

「数学は面白いなあ」「〇〇さんってどんな性格の人だろう」「自分は将来何に向いているのかなあ」といった、

「興味・関心」の意味での使われ方が一般的ではありますが、金銭の貸し借り等、利権が絡む場合は、人は、「利

益・利子」によってつながれた関係になるのでしょう。ちなみに日本語でもよく使われるessence（エッセンス・エ

キス）はesseから派生していて「本質・神髄」を意味します。私はいつの間にか語源に強い関心を持つようになっ
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ていました。そして、さらに面白いことに気付きました。歴史の授業と深い関連があるということです。特に、世

界史上の大きな出来事が、moon とlunarの関係に深く関わっていることがわかりました。１０６６年のノルマンコ

ンクエスト（Norman Conquest）によって英語は英語史上もっとも重大な影響を受けたのでした。歴史の授業が毎

日楽しみになったのは言うまでもありません。 

現代は情報が溢れすぎて自分に本当に必要な情報が何であるかを認識することが困難な時代だと感じます。た

だ、自分に正直になって自分の好奇心を大切に育みながら毎日を有意義に過ごしさえすれば、自ずと目の前の道が

開けてくるのかもしれません。何事にも一生懸命に取り組む佐世保北中・北高の生徒の皆さん、自分の興味関心を

大切にしながらあなたの人生というexpeditionへの一歩を踏み出してほしいと願っています。 

体育科 岩永 千草  
 

６月３日から７日までの日程で高総体が実施されました。３年生が１年次は高総体自体が中止。２年次は実施さ

れましたが完全無観客での実施。そして今年度、制限はあるものの、例年通りに近い形での開催になりました。頑

張ってきた先輩方が直前の中止に涙を流した姿を目の当たりにしている学年でもあり、先輩方の思いも背中に背負

い、高総体に挑みました。佐世保北の生徒たちは、自分たちのベストを尽くし、最後まであきらめず、仲間ととも

に頑張ってくれました。その結果、空手道部、水泳部、弓道部、陸上競技部、剣道部は上位大会へと進むことでき

ました。 

また３年ぶりに開催された総合開会式では、ラグビー部、バレーボール部、テニス部の総勢３８名が見事な行進

をしてくれました。３８名の堂々とした行進が、高総体に出場する選手たちの背中を押してくれたのだと私は思っ

ています。 

３年生はこれから進路実現という試練が待っています。２年生はいよいよ最高学年としてチームを牽引すること

になります。１年生はこれから本格的な練習が始まります。それぞれの場所・それぞれの立場で「チーム佐北」と

して盛り上がってくれることを期待しています。 

高校 

主な戦績 
【水泳部】 
〇 女子２００ｍバタフライ ３位  ３年２組 前川光音（九州大会出場） 
〇 女子１００ｍバタフライ ３位  ３年２組 前川光音（九州大会出場） 
〇 男子２００ｍ自由形   ３位  １年３組 原田悠生（九州大会出場） 
〇 男子１００ｍ自由形   ３位  １年３組 原田悠生（九州大会出場） 
〇 女子２００ｍ自由形       ４位   ２年３組 大橋奈央（九州大会出場） 
〇 男子５０ｍ 自由形   ４位  ２年３組 金乙瑞希（九州大会出場） 
〇 男子２００ｍ自由形   ５位  ２年１組 金子大希（九州大会出場）                  
〇 女子１００ｍ自由形       ５位  ２年３組 大橋奈央（九州大会出場） 
〇 男子１００ｍバタフライ ５位  ２年１組 金子大希（九州大会出場） 
〇 男子４×２００ｍ フリーリレー   ４位（九州大会出場） 
〇 男子４×１００ｍ メドレーリレー  ５位（九州大会出場） 
  （２年３組 金乙瑞希、３年１組 藤亮介、２年１組 金子大希、１年３組 原田悠生） 
 
【陸上競技部】  
〇 男子５０００ｍ競歩   ４位  ３年１組 楠本樹哉（北九州大会出場） 
〇 男子３０００ｍＳＷ       ２位  ３年３組 高本直季（北九州大会出場） 
 
【空手道部】 
〇 女子個人形       優勝  ３年６組 盛田優月（インターハイ・九州大会出場） 
〇 女子個人形       ３位  ３年５組 平野菜月（九州大会出場） 
〇 女子個人組手      優勝  ３年６組 盛田優月（インターハイ・九州大会出場） 
〇 女子個人組手      ５位  ３年６組 宮田真依（九州大会出場） 
〇 女子団体        ３位 
〇 男子個人形       ２位  ３年１組 橋口颯太朗（インターハイ・九州大会出場） 
 
【弓道部】 
〇 男子個人        ３位  ３年４組 谷口遥希（九州大会出場） 
 
【剣道部】 
〇 男子個人    ５位  ３年６組 川原正剛（九州大会出場） 
〇 女子個人    ５位  ２年６組 加賀叶多（九州大会出場） 

 高総体を終えて 



中学校 保健体育科 塩塚 拓 

 

 今年度の佐世保市中学校体育大会は、６月１１日（土）から６月１３日（月）に陸上・球技・武道、そして６月

１７日（金）に水泳競技が行われました。 

各競技、新型コロナウイルスの感染対策により、応援者に人数制限が設けられる形となりましたが、それぞれの

会場において感染症対策を講じながら、無事に競技を終えることができました。 

 推戴式では、どの部活動もこれまで支えていただいた全ての方への感謝の気持ちと、大会が開催されることへの

喜びを述べ、最後まで全力でやり抜く決意をもって試合に臨みました。 

 大会当日は、各競技の個人戦や団体戦において熱戦を繰り広げ、素晴らしい成績を収めました。戦いに勝敗はつ

きものですが、勝敗に関わらず最後まで全力を尽くす北中生の姿に、熱い北辰魂を感じた次第です。 

 大会開催にあたって、これまで佐世保北中学校の部活動を支えて下さった全ての保護者の皆様、また感染対策へ

のご理解とご協力や、チームの応援者としてご尽力いただきました保護者の皆様につきましては、心より感謝申し

上げます。今後も、佐世保北中学校の教育活動に変わらぬご支援とご協力を頂けますことを願っております。  

市中体を終えて 

                                      美術科 桑野 雅嗣 

 ６月２日（木）、中学校スケッチ大会を実施しました。 

今年度は、１年生は八幡神社、２年生は本校敷地内、そして３年生は佐

世保公園（ニミッツパーク横）での実施を再開することができ、コロナ禍

以前のかたちに戻りました。梅雨前の好天に恵まれ、生徒たちも制作を楽

しみながら、一人一人、思い思いの場所を一所懸命スケッチしている様子

がうかがえました。 

昨年度より取り入れているタブレットPCとICTの活用も、今年度はアプリ

（Teams）と連携し、資料写真撮影後にサーバーにアップロードすること

で、スケッチ大会後の美術の授業での活用もより便利にできるようになり

ました。 

校内審査については、今年度は日程を夏休み明けに変更しましたので、

夏休み期間を使って作品をしっかりと完成させることができた状態で審査

ができる様になると思います。完成した作品のうち、中学校職員による審査を行い、最優秀賞・優秀賞をはじめと

して各賞を選出し、受賞作品は今年度の子ども県展に出品する予定です。 

高１ 

中 学 ス ケ ッ チ 大 会 

主な戦績 
【剣道部】 
〇 男子団体   優勝 （県大会出場） 
  （３年１組 川野 道信、３年２組 岡 拓海、谷口 順成、西野 志、 
   ２年１組 草野 優、２年２組 安髙 寿哉、１年１組 高須賀 隆人） 
〇 女子団体   優勝 （県大会出場） 
  （３年１組 髙橋 ひな、ハイメ 咲希マリー、３年２組 杉本 さやか、 
   ３年３組 佐藤 佳歩、横山 裕香、１年１組 廣瀬 夏子） 
〇 男子個人   準優勝 ３年２組 岡 拓海 （県大会出場） 
〇 女子個人   準優勝 ３年１組 髙橋 ひな（県大会出場） 
 
【空手道部】 
〇 男子団体組手 ３位 
〇 男子個人形  ３位  ２年３組 中里洸太郎（県大会出場） 
〇 男子個人組手 ３位  ２年１組 江口大和 （県大会出場） 
 
【陸上競技部】 
〇 男子共通４×１００ｍリレー  ２位（県大会出場） 
  （３年１組 川﨑 悠雅、野上 咲太、湊 和樹、３年２組 中村 颯太） 
〇 男子低学年４×１００ｍリレー ２位（県大会出場） 
   （２年２組 白水 慎太郎、２年３組 本村 悠翔、１年１組 梅澤 悠太、１年３組 松尾龍磨） 
〇 男子２年１５００ｍ      ２位 ２年１組 富永 勲（県大会出場） 

アベック優勝は 

北中初の快挙！！ 

 

中高統括・研究主任 伊藤 敦司 

 

 ５月２３日（月）～６月１０日（金）の期間、佐世保北高等学校の卒業生である６８回生・７１回生７名によ

る教育実習を、本校で行いました。 

新型コロナウイルス感染予防のため、各実習生も２週間前から各大学から佐世保に帰省して、体調を整え、

日々の健康観察にも十分配慮した上で行いました。今回、学習指導・学級経営・生徒指導・研究授業と、一部制

限を加えた実習内容になりましたが、そのような状況の中でも各実習生は緊張しながらも母校での実習期間を積

極的かつ真摯な態度で過ごしました。 

将来は教師として教壇に立つという大きな志を立て、その実現に向けて挑戦する彼らの真剣な眼差しと態度が

本校の生徒にも伝わり、良い影響を与えてくれたと思います。彼らには初心を忘れず、残りの大学生活を充実し

たものにしてほしいと思います。最後に、実習生の一人が今回の教育実習後に書いた感想文を一部記載します。 

 

「教育実習期間、普段の大学での講義では学ぶことができなかったことを多く学び、その経験が、今後直面す

ることが予想される様々な困難に対して、私を支えてくれる大きな財産になったと確信しています。またこの実

習を通して、自分の中で教師のあるべき姿がぼんやりとだが見えてきたように思います。最後になりますが、こ

の度は素晴らしい経験をする機会を頂き、誠にありがとうございました。様々な面でサポートして頂いた全ての

先生方と生徒の皆さんに感謝しつつ、母校佐世保北中・北高のさらなるご発展をお祈りいたします。」 

行 事 予 定 

教 育 実 習 

   中学 高校 

6月 

17 金 考査時間割発表   

18 土   高３)県一斉 

20 月 市中体報告会 考査時間割発表 

22 水   生徒会役員選挙立会演説会 

24 金 第２回考査（～6/28)  

27 月   第２回考査（～7/1) 

29 水 レビュー日 振休(7/2分) 

７月 

2 土   木①～③ 午後：オープンスクール 

4 月 校内弁論大会 レビュー日 
8 金 クラスマッチ   

9 土   高）対外模試 

10 日   高３）対外模試 

1３ 水   校内球技大会（～１５日 学年別で実施） 

16 土   高３）大学別模試 
高２）県北地区難関大学習会 

18 月                海の日 
20 水            終了式、全国大会壮行式 
21 木 特別授業（～7/22) 特別授業 
22 金   全校集会、特別授業 
23 土 県中総体（～7/25) 高３）東大学習会（～7/24) 
25 月   特別授業（2・3年)、校外学習会（１年） 
26 火   特別授業（2・3年)、校外学習会（１年） 

27 水 中２）自然体験学習、中３）学習会 特別授業（1・3年)、校外学習会（2年） 

28 木 中２）自然体験学習、中３）学習会 特別授業（1・3年)、校外学習会（2年） 
29 金           中３）学習会 特別授業（1・3年)、校外学習会（2年） 

８月 

1 月   対外学習会（3年）（～8/5) 

6 土   高１・２）校外模試 
高３）マーク模試、大学別模試（～8/7) 

9 火               平和学習 


