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悔しかったら強くなれ
校長

城

美博

先日、本県高校生のスポーツの祭典、長崎県高総体が開催されました。昨年度は新型コロナウィル
ス感染症拡大によりすべての競技が中止となりましたが、今年度は総合開会式こそ中止となったもの
の、各競技は無観客で開催され、お陰様で無事終了することができました。
本校は合計２５８名の選手団で大会に臨み、優勝旗こそ獲得することはできませんでしたが、学校
代表としての誇りと支えてくれた方々への感謝を胸に、選手たちは精一杯の戦いを見せてくれまし
た。保護者の皆様、地域の皆様、本校選手へのご支援ご協力、本当にありがとうございました。心か

５月２０日（木）に生徒総会が行われました。今年度は感染予防のため、２、３年生は体育館アリーナ、
１年生は体育館ダンス場と２会場に分かれての実施となりました。各種委員長の活動目標の報告、生徒会
費の予算決算、生徒から集約した意見書の回答などを生徒会執行部を中心に企画運営しました。生徒のみ
なさんが充実した高校生活を送ることができるよう、出された意見の中から出来る活動を１つ１つ実践し
ていこうと考えております。ご協力ありがとうございました。
（生徒会指導部）

いじめ根絶強調月間
毎年５月は、西高の「いじめ根絶強調月間」です。今年度も新型コロナウイルスの影響で全校集会
が開けませんでしたので、「いじめ根絶宣言」は校内放送による承認ということになりました。この
機会に、日頃の自分の言動を振り返り、いじめについてしっかり考えてみましょう。
先日、いじめアンケートを実施しましたが、周囲の心ない言葉で不安な気持ちに陥っている人もい
るようです。「いじめは絶対にしない」「いじめは絶対に許さない」という気持ちを強く持って、西
高生全員が笑顔で学校生活を送れるように助け合っていきましょう。
また、いじめ根絶のための標語を募集しました。どの作品も気持ちのこもった素晴らしいものばか
りでした。厳正な審査の上、下記の通りの優秀作品が決定しましたので紹介します。

ら感謝申し上げます。
令和３年度
そこで改めて感じたのは、勝つことの難しさということです。最後まで勝ち残るのはほんの一握り
であり、その他はことごとく敗者になるという事実を示すまでもなく、勝つこと、そして勝ち続ける
ことは本当に容易ではありません。
スポーツの試合という舞台に立つとき、相対的な力の差というものは厳然として存在し、どんなに
努力しても上には上がいるということは認めたくはないけれども事実であり、加えて自分がすべての
頂点に立つことができる可能性はゼロではないものの、残念ながらそれほど大きなものではないこと

「いじめ根絶標語」

優秀作品紹介

最優秀賞 『尊重し 認めて広がる 笑顔の輪』
１年４組 江 藤 真 帆 さん
校長賞
『他人事 そんなわけない 自分事』
２年５組 森 山 廉之介 さん
教頭賞
『友達と調子に乗って あげたつぶやき 誰かが傷つき涙する
ノリでやったじゃすまされない』
１年２組 山 口 寛 仁 さん
優秀賞
『傍観者 傍から見れば 共犯者』
３年３組 大 串 翔 大 さん
『勇気出し 傍観ではなく 行動を』
３年６組 林
陸
さん
『ごめんねと ありがとうから まず一歩』
１年６組 松 田 葵 叶 さん
（保健相談部）

も認めざるを得ません。

私自身、高校生の頃部活動に汗を流した者として、勝つことの難しさ、そして負けることの悔しさ
を、嫌というほど味わいました。試合に負けたある時、指導者の方から「負けて悔しいなら、強くな
って勝ってみろ」という言葉をかけられました。その瞬間、私はムッとしながらも、妙に納得したこ
とを覚えています。
「悔しかったら強くなれ」。この言葉には、小賢しい理屈を受け付けない厳しさと、勝負における

試合結果報告
＜陸上部＞ ○2021 年度長崎県陸上選手権大会兼国体予選
男子 100ｍ 第３位 １年 中川穂泉、 男子 200ｍ 第３位 ２年 大串翔大
男子 4×100ｍＲ 第２位 １年 中川穂泉、３年 大串翔大、２年 森豪太、岩村勇希
女子 400ｍ 第２位 ３年 森 愛里
〇第７６回国民体育大会強化選手指定書

少年男子 B

中川穂泉

＜ハンドボール部＞〇第７６回国民体育大会強化選手指定書

明快なロジックが含まれており、勝負事にとどまらず、多くのことについても当てはめることができ

女子ハンドボール競技少年少女の部

田中 美羽

ると思います。

男子ハンドボール競技少年男子の部

円田隆太郎、雪竹康二

ただし、この「悔しかったら強くなれ」というのは、必ずしも「相手に」勝つことのみにつながる
のではないと私は考えています。思い通りにならないことが多い日常生活の中で「今の弱い自分」に

＜美術部＞ ○第５４回佐世保美術展

洋画部門

奨励賞「添削」

３年 今井大貴

＜写真部＞ ○第５４回佐世保美術展

写真部門

美術振興会賞「コロナ禍でも･･･」 ３年 大曲陽菜

＜放送部＞ ○第 68 回 NHK 杯全国高校放送コンテスト県北地区大会

勝つこと、つまり、絶えざる「自己更新」へつながる言葉と理解すれば、部活動を終えて今後の進路

アナウンス部門 優秀賞 ３年 西村友里、２年 野澤元、 山口真奈、

実現に向き合う３年生諸君にとっても、納得できるのではないかと思います。

朗読部門

「悔しかったら強くなれ」。生徒の皆さんには、自分を高める「自励」の言葉として、自らを鼓舞
してほしいと、私は望んでいます。

優良賞 １年 本城龍志

優秀賞 ３年 宮崎なつ、西山理々奈、 ２年 吉富ゆり子

＜その他＞ ○令和３年度（第７３回）長崎県高等学校総合体育大会 大会スローガン・ポスター図案
大会スローガンの部

優秀賞 ２年 俵聡昌、 ３年 森田姫夏

～令和３年度第 73 回長崎県高等学校総合体育大会結果～
＜陸上＞
女子走高跳
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男子１００ｍ
２００ｍ
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走高跳
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第４位
第４位
第４位
第４位
第４位
第６位
第３位

1年
3年
2年
2年
3年
3年
3年

男子総合

岩﨑 萌（北九州大会出場）、 第８位 1 年 升水渚紗
岩﨑 萌（北九州大会出場）
廣重めかり
廣重めかり（北九州大会出場）
三ヶ島如菜、北村和望、岩﨑萌、2 年 庄村志帆
（北九州大会出場）
中川穂泉（北九州大会出場）、 第８位 3 年 大串翔大
大串翔大（北九州大会出場）
加留部 凪（北九州大会出場）
青井颯汰（北九州大会出場） 第７位 3 年 田代立輝
別当楓夏（北九州大会出場）
金丸慶太朗（北九州大会出場）
大串翔大、1 年 中川穂泉、2 年 岩村勇希、森 豪太
（北九州大会出場）

第８位

＜バスケットボール男子＞
＜バスケットボール女子＞

＜バレーボール男子＞
＜バレーボール女子＞

５７－８１

大村工業(１回戦）

６２－３６ 島原翔南（２回戦)
５２－８２ 東翔（３回戦） ベスト１６

２－０ 創成館 (１回戦)、０－２
０－２ 長崎女子(１回戦)

長崎北（２回戦）

＜サッカー＞

２－０

青雲（１回戦）、０－５

創成館（２回戦）

＜ソフトボール＞

０－７

大村工業 （準決勝）

第３位

＜弓道＞

＜柔道＞

女子
男子

１８／６０本
２９／６０本

予選敗退
予選敗退

２２／３３位
９／２９位

＜バドミントン男子＞
団体戦：１回戦敗退 （対長崎北）
個人ダブルス：緒方・村中ﾍﾟｱ １回戦敗退（対西陵）
本田・中村ﾍﾟｱ ２回戦敗退（対海星）
岩永・松本ﾍﾟｱ ２回戦敗退（対瓊浦）
個人シングルス：岩永 １回戦敗退（対総科大附）
本田 ２回戦敗退（対大村工）
杉森 ２回戦敗退（対瓊浦)

＜バドミントン女子＞
団体戦：１回戦敗退 （対瓊浦）
個人ダブルス：内海・林ﾍﾟｱ １回戦敗退（対長崎北陽台）
須加﨑・川上ﾍﾟｱ２回戦敗退（対佐実）
松尾・若井ﾍﾟｱ ３回戦敗退（対諫早商）
個人シングルス：小西 １回戦敗退（対長崎女子)
山本 １回戦敗退（対長崎北陽台）
田崎 １回戦敗退（対長崎北）

＜ソフトテニス男子＞
団体戦：準々決勝敗退（対島原）ベスト８
個人戦：岡・伊志嶺ﾍﾟｱ １回戦敗退（対佐南）
湯浅・大谷ﾍﾟｱ ２回戦敗退（対長崎日大）
中尾・松尾ﾍﾟｱ ２回戦敗退（対精道）
藤木・森下ﾍﾟｱ ２回戦敗退（対清峰）
井手祐・井手夏ﾍﾟｱ ３回戦敗退（対長崎南山）
柄本・林ﾍﾟｱ
４回戦敗退（対長崎南山）

＜ソフトテニス女子＞
団体戦：３回戦敗退（対長崎女子）
個人戦：綾・福永ﾍﾟﾟｱ
１回戦敗退（対平戸）
宅島・松永ﾍﾟｱ １回戦敗退（対清峰）
末永・芥川ﾍﾟｱ １回戦敗退（対日大）
楢原・岩永ﾍﾟｱ ２回戦敗退（対島原農）
丸田・小川ﾍﾟｱ ２回戦敗退（対佐北）
小佐々・スミス ２回戦敗退（対長崎北）
中島・吉元ﾍﾟｱ
４回戦敗退（対長崎商）
＜卓球女子＞
団体戦：１回戦敗退 （対長崎北陽台）
シングルス：宮城 １回戦敗退（対瓊浦）
吉野 １回戦敗退（対活水）
森
１回戦敗退（対諫早商）
中川 ２回戦敗退（対小浜）
濱
２回戦敗退（対長崎西）
ダブルス：中川・濱ﾍﾟｱ １回戦敗退（対小浜）
森・宮城ﾍﾟｱ ２回戦敗退（対長崎商）

＜卓球男子＞
団体戦：１回戦敗退 （対小浜）
シングルス：金子 １回戦敗退（対長崎明誠）
中野 １回戦敗退（対海星）
川原 １回戦敗退（対諫早商）
大石 １回戦敗退（対青雲）
渡邉 ２回戦敗退（対瓊浦）
ダブルス：金子・中野ﾍﾟｱ ２回戦敗退（対長崎東）
渡邉・川原ﾍﾟｱ ２回戦敗退（対鎮西）

＜体操＞

団体総合第３位
女子個人：岡部５位、坂本６位、武田１６位

男子団体：予選敗退（小浜）
＜カヌー＞
男子個人：60ｋｇ級 木原 対西陵（１回戦）棄権
66ｋｇ級 松尾 対長崎南山（１回戦）敗退
66ｋｇ級 山口 対長崎鶴洋（１回戦）棄権
81ｋｇ級 川上 対長崎東（２回戦）敗退
90ｋｇ級 竹内 対長崎総大附（１回戦）勝ち
対南山（２回戦）敗退 ベスト１６

Ｋ－１（予選）野澤

元

予選４位敗退

《７月の行事予定》
１０ （土） 全学年進研模試〔記述〕（３年

女子個人
＜ハンドボール男子＞

52ｋｇ級

佐々木

対長崎明誠（１回戦）

１８－１７
２７－１２
１６－２５

鹿町工業（１回戦）
青雲（２回戦）
長崎日大（準決勝）

３７－ ４
１９－１４
７－２２

九州文化（１回戦）
長崎南（２回戦）
瓊浦（準決勝）

敗退

１２ （月） ３年生校内球技大会
１３ （火） １・２年生校内球技大会（午前２年・午後１年）

第３位

１４ （水） 全学年三者面談開始（～２１日）
２０ （火） 授業中断日

＜ハンドボール女子＞

～１１日）

２１ （水） 授業設定日（～２７日）
第３位

２８ （水） １年校内学習会（～３０日）
３１ （土） ３年校内学習会（～８月５日）

