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☆体育祭を終えてのブロック長の言葉☆ 

 ＜青ブロック＞ ブロック長 小澤 隼 

  総合優勝を頂きました、青ブロックであります。応援、舞踊の 
優勝は逃しましたが、総合優勝ですので、実質一位なのです。 
青ブロックは、本当に協力的で、声を出し合って、励まし合っ 

て、全学年が体育祭を盛り上げるべく、一致団結して頑張ってく 
れました。そしてその頑張りのおかげで見事な結果を残すことが 
出来ました。高校最後の体育祭、総合優勝できて本当に良い思い 
出となりました。 

青ブロックサイコーーーーーーウ！！！！！ 
 
 
＜赤ブロック＞ ブロック長 永田 暉龍 

   ７１回目の体育祭、悪天候にも負けずに、高校生活で最も思い出に 
残る、恒例行事になりました。ブロック長という大役を任されて不安 
もありましたが、赤ブロックの皆に支えられて、やり遂げることが出 
来ました。惜しくも、優勝は逃しましたが、友との絆を確かめること 
が出来て、本当に充実した１日でした。 
来年も今年の体育祭のように３年生が中心となり１・２年生、先生 

方と南高全体でつくり上げてほしいです。 
 
 
＜黄ブロック＞ ブロック長 鶴田 匠 

  団長として体育祭を終えて、私は元男子バレーボール部キャプテン 
だったので人前に立って指示することは慣れていたため、不安などは 
ありませんでした。指示すれば、皆素直に聞いてくれて、すぐ行動し 
てくれたので楽でした。練習のときから良い形で出来ていて、本番も 
その力を出してくれたので応援と舞踊で賞状が取れて良かったです。 
令和という新時代の総合優勝を勝ち取り、昨年に続く二年連続優勝 

という目標は叶いませんでしたが、とても良い思い出になりました。 
人生最後の体育祭は雨が降ったりもしましたが、最高のものになっ 

て良かったです。ありがとうございました。 

 

＊文化祭を終えて＊ 

文化祭実行委員長 北野 有梨 

  こんにちは。文化祭実行委員長の北野有梨です。先日、行わ 

れた第７１回文化祭では多くの方々に足を運んでいただき、あ 

りがとうございました。「華火～その一瞬を永遠に～」のテーマ 

のもと、どのクラスも素晴らしいパフォーマンス、展示をして 

いました。文化祭の一瞬一瞬の時間が皆さんの記憶に永遠に残 

ってくれたら幸いです。 

育友会の皆様、先生方、実行委員のみんな、そして南高生の 

皆さん、本当にありがとうございました！！ 

今年は台風の影響で、体育祭の練習が行えず、不安な面もありましたが、本番は足場の悪い中、天気に

も負けないとても熱い戦いでした。文化祭でも、盛り上がりはそのまま、各クラスの発表は目を見張るも

のがありました。２週間にわたる南高祭、本当にお疲れ様でした。 

〜体育祭・文化祭特集号 〜 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

♡新しく南高にいらっしゃったＡＬＴ エリザベス先生の自己紹介！！ 
Hello everyone. My name is Elizabeth Barlow but please call me Lizzie. I’m the new Assistant 

Language Teacher here at Sasebo Minami Koko. I’ve come from England in the UK. My 

hometown is called Worthing and it’s on the south coast of England. My hobbies and interests 

are reading, yoga and hiking. I’m excited to be here in Sasebo, and I’m looking forward to 

exploring more of Nagasaki Prefecture and other areas in Kyushu. I would like to learn Japanese, 

so please come and practice speaking English with me and then I can practice speaking 

Japanese with you! 

 

 

◆Interview from us 
Q1  When did you first visit Japan, and then where did you go? 
 
Ans. Tokyo , Nagano, Yudagawa(in Nagano) ,Nara, Kyoto, Osaka and Nikko(in Tochigi) 
 
Q2  What do you think about Sasebo Minami High School? 
 
Ans. I think that Sasebo Minami H. S. is a large high school and that there are a lot of students.  
Everyone seems very friendly, welcoming and hard working. 
 
Q3  Would you tell us what you were when you were a high school student. 
 
Ans. In the UK we call high school “college”. So when I was 16-18 years old. 
I went to college.  I studied Psychology, Politics, Graphics design, and 
Economics. I also wrote for the school’s magazine. 
 
Q4  Where do you want to go in Japan? 
  
Ans. I have never been Kyusyu before. So I am looking forward to exploing 
more of Kyusyu,  
 I would want to go to Kumamoto and Miyazaki prefectures, I also would 
want to go Fukuoka city. 
 
 
■編集後記 
今回で新聞委員会としての新聞の発行は３回目となりました。 
これからも皆さんに旬な情報をお届け出来るよう作成していきます。ご協力頂いた生徒の皆さん、先生方 
ありがとうございました。楽しんで見て頂ければ幸いです。 

Ms, Erizabeth 


