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 生徒指導部より  

生徒・保護者の皆さんＳＮＳ・インターネットの利用方法をしっかり考えましょう。 

侮辱罪厳罰化！！ 

侮辱罪に懲役刑を導入し、法定刑の上限を引き上げる改正刑法が１３日の参院本会議で可決、成立しまし

た。深刻化するインターネット上の誹謗中傷に歯止めをかけるのが狙いで、今夏にも施行されます。 

 侮辱罪をめぐっては、ネットで中傷を受けたプロレスラー木村花さんが命を絶った問題をきっかけに、

厳罰化の機運が高まりました。現在は拘留と科料しかない侮辱罪の法定刑に、１年以下の懲役と禁錮、３

０万円以下の罰金を追加されます。 

  

 生徒総会   

５月１９日（木）に生徒総会が行われました。感染対策のため昨年度と同様に、２・３年生はアリーナ、

１年生はダンス場で実施しました。議長・副議長の進行のもと、各種委員会の活動・生徒会費の予算決算・

クラスから出された議案について話し合いが行われました。１年生からは生徒会の回答に対して多くの質

問があり、学校生活への積極的な姿勢や意欲が感じられました。「後日回答」とした議案については生徒

会だよりで回答する予定です。制服・頭髪については継続して検討をしていきます。アンケート等を実施

する際はご協力をお願いします。（生徒会指導部） 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

先人への感謝と未来への挑戦を            

                           校長   城  美 博 
 ６月１１日（土）、九州北部地方は、昨年よりも約１カ月遅い梅雨入りを迎えました。雨に濡れる

紫陽花の花などは風情がありますが、ここのところこの時期は集中豪雨による被害が発生しておりま

す。また台風の接近が始まるこの時期、十分注意したいものです。 

 さて、６月３日（金）に３年ぶりの総合開会式を実施した県高校総体は、新型コロナ感染拡大が懸

念される中でしたが、今のところその兆候もなく、無事競技を終えることができました。 

 残念ながら一般生徒による応援はできませんでしたが、保護者の皆さんは試合会場で観戦すること

ができ、温かい声援を送っていただきました。その声援を背に、選手たちは、競技に力を注ぐことが

できたと存じます。ご声援ありがとうございました。 

 ところで、５月２３日（月）は本校の開校記念日でした。昭和３９（１９６４）年４月、佐世保市

立西高等学校として誕生し第１回生２６９名を迎えた本校は、佐世保市今福町の佐世保市立商業高校

を仮校舎とし、その年の５月２３日に御船小学校（現金比良小学校）講堂で開校式を行い、以降その

日を開校記念日としています。以来５８年の歳月が流れ、今年４月には第５９回生２４２名を迎える

伝統校となりました。 

 その間、昭和４１（１９６６）年に、佐世保市田原町の現在地に移転、昭和４７（１９７２）年の

県立移管を経て、最盛期の昭和５０年代には、１学年１０学級約１３５０名の生徒を抱える学校にな

りました。その後、平成４（１９９２）年には現在の校舎が完成、平成１５（２００３）年には県下

初の進学重視型単位制となり、現在に至っております。 

 現在は、佐世保市内の伝統校として揺るぎない地位を確立している本校ですが、開校から現在まで

本校で学んだ約１万９千名余の同窓生、教育活動に尽力された教職員の皆様、本校の教育活動を支え

ていただいた保護者及び地域の皆様の存在こそが、本校の礎となっていることを、今日佐世保西高校

に在籍する私たちは忘れてはなりません。 

 昭和５９（１９８４）年の「創立二十周年記念誌」の中で、第１回卒業生の中島豊氏は以下のよう

に書いています。「二十年に近い思い出とは、古びた走馬燈を見るかのようであるけれど、そんな中

で、植木義彦初代校長が、『フロンティア精神に則り、歴史を創って行こう』と言われていた言葉を、

昨日のことのように思い出す」。 

 今や盤石となった佐世保西高校に在籍する私たちに、「フロンティア精神」は息づいているでしょ

うか。フロンティア精神に則って形作られた歴史の後継者として、私たちは相応しいでしょうか。 

 再来年には創立６０周年を迎える本校は、ここまで本校を支えた多くの先人への感謝を忘れず、来

るべき未来に向けて飽くなき挑戦を続ける集団でありたいと願います。 

 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」はオンラインにより、以下のように読み上げられまし

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。 

 

令和４年度 「いじめ根絶宣言」 （全文） 

私たち西高生はいじめを見逃しません。いじめに理由をつけてはなりません。それは人の心を踏み

にじり、傷つけ、時には生きることを否定するものだからです。 

私たちが発する一言は、大きな力をもっています。時には刃物と化すこともあります。相手にいう

言葉を自分に向けてみてください。そこに笑顔はありますか。敬意はありますか。 

私たちは日頃から様々な縁や絆によって愛され、生かされています。私たちは一人ではありません。

誰かに大切に思われています。それに気づいたとき、自分を大切にし、お互いを尊重し合うことがで

きるのです。 

私たち西高生はいじめを見逃しません。全てを受け止め、毅然とした態度でいじめに立ち向かいま

す。私たちは佐世保西高校からいじめをなくし、笑顔で、安心して、互いに信頼し、支え合う学校を

つくることを誓います。           令和 4年５月６日 

 長崎県立佐世保西高等学校 生徒会長 永安 蒼天

 



 
 
 

        

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 
 

＜陸上＞ 

女子４００ｍＨ   第５位   3 年 庄村志帆（北九州大会出場） 

4×100ｍＲ  第７位  3 年 竹内海加、3年 庄村志帆、3年 小川陽菜、3年 西田侑良 

２００ｍ 準決勝敗退  3 年 小川陽菜   ８００ｍ 準決勝敗退  3 年 吉村小晴 

三段跳    第 17 位  3 年 中竹七海 

3000ｍ    第 14 位  3 年 手光雪乃  第 22 位 3 年 小川陽菜 

男子４００ｍH   第２位  3 年 青井颯汰（北九州大会出場） 

１００ｍ   第３位  2 年 中川穂泉（北九州大会出場） 

１１０ｍH   第５位    3 年 加留部凪（北九州大会出場） 

4×100ｍＲ  第８位  3 年 鳥越琥徹、 3 年 森豪太、 2 年 大谷朔乎、 3 年 青井颯汰 

4×400ｍＲ  第８位  2 年 大谷朔乎、 3 年 森豪太、 3 年 近藤竜之祐、2年 吉原吏亮 

  八種総合   第９位  3 年 藤原一冴   

第１０位 3 年 鳥越琥徹 

８００ｍ 準決勝敗退  3 年 近藤竜之祐 

 3000ｍSC    第 13 位  2 年 寺崎太一 

   三段跳    第９位 3 年 関戸一路 第 13 位 3年武井陸哉 

 

＜バスケットボール男子＞ １回戦 対海星  ５６－６４ 敗退  

＜バスケットボール女子＞ １回戦 対長崎北 ４３－８２ 敗退  

 

＜バレーボール男子＞ １回戦 対長崎鶴洋 ２－０ 勝利 

２回戦 対長崎南山 ０－２ 敗退 

＜バレーボール女子＞ １回戦 対長崎日大 ０－２ 敗退 

 

＜サッカー＞ １回戦 対島原中央 ０－２ 敗退   

 

＜ソフトボール＞  準決勝 対大村工業 １－８ 第３位 

 

＜弓道＞ 女子 １７／６０本 予選敗退  １７位 

     男子 １２／６０本 予選敗退  ２０位 

 

＜柔道＞  男子団体：対五島 １－４ 対瓊浦 ０－４ 対鎮西 １－４ 

                     予選リーグ 敗退 

男子個人：60ｋｇ級 石田  １回戦 対瓊浦  勝利 

                    ２回戦 対日大  敗退 

60ｋｇ級 木原正 １回戦 対瓊浦  敗退 

60ｋｇ級 松尾  ２回戦 対日大  敗退 

60ｋｇ級 一瀬   １回戦 対五島  敗退  

66ｋｇ級 木原久 １回戦 対西陵  敗退 

73ｋｇ級 倉地  １回戦 対長崎東 敗退 

81ｋｇ級 山口  １回戦 対青雲  敗退 

90ｋｇ級 竹内  １回戦 対日大  敗退 

           100ｋｇ級 山中  １回戦 対長鶴洋 敗退 

 

＜ハンドボール男子＞  １回戦 対長崎南  ２６－１７ 勝利 

            ２回戦 対長崎日大  ９－２７ 敗退 

＜ハンドボール女子＞  １回戦 対佐世保北 ２５－ ７ 勝利 

            ２回戦 対長崎日大 １４－１１ 勝利 

準決勝 対佐世保商 １９－２３ 敗退 第３位  

＜体操＞  

団体総合：準優勝 

女子個人：４位 坂本 ８位 武田か（九州大会出場）   11 位 武田み 

＜バドミントン男子＞  

団体戦：      １回戦 対長崎東 １－３ 敗退 

ダブルス：岡・吉田 １回戦 対長崎西 ２－０ 勝利 

          ２回戦 対長崎工 ０－２ 敗退 

八尋・久保田 １回戦 対西陵  ０－２ 敗退 

    巻澤・福口 １回戦 対小浜  ２－１ 勝利 

          ２回戦 対長崎東 ０－２ 敗退 

シングルス： 岡 １回戦 対長崎南  ０－２ 敗退 

巻澤 １回戦 対希望ヶ丘 ２－０ 勝利 

   ２回戦 対瓊浦   ０－２ 敗退 

古田 １回戦 対長崎玉成 ２－１ 勝利 

２回戦 対長崎工業 ０－２ 敗退 

 

＜ソフトテニス男子＞ 

団体戦：２回戦 対諫早農 １－２ 敗退 

個人戦：井出祐・大谷 １回戦 対佐高専 ４－１勝利 

           ２回戦  対西海  ４－３勝利 

           ３回戦 対上対馬 １－４敗退 

    山下・石田    １回戦 対口加  ４－１勝利 

           ２回戦 対猶興館 ４－３勝利 

           ３回戦 対大村工 ０－４敗退 

    藤木・森下  １回戦 対長崎南 ４－０勝利 

           ２回戦 対壱岐商 ２－４敗退 

    麻生・相良  １回戦 対長崎工 ３－４敗退 

    松尾壮・古庄 １回戦 対長崎工 １－４敗退 

    越智・前田  １回戦 対諫早東 ０－４敗退 

 

＜卓球男子＞   

団体戦：     １回戦 対海星 ０－３ 負け 

シングルス： 平川 １回戦 対諫早商 ０－３ 敗退 

山口 １回戦 対北陽台 ０－３ 敗退 

田﨑 １回戦 対長明誠 ０－３ 敗退 

川原 １回戦 対五島  ３－１ 勝利 

 ２回戦 対佐世保南０－３ 敗退 

ダブルス：川原・平川 １回戦 対長西 ０－３ 敗退  

田﨑・岩永 １回戦 対大村工１－３ 敗退 

   

＜カヌー＞  Ｋ－１（予選）野澤 元 予選敗退 

 

 

～令和４年度第７４回長崎県高等学校総合体育大会結果～ 

＜バドミントン女子＞  

団体戦：      ２回戦 対大村城南 ３－０ 勝利 

          ３回戦 対長崎女子 ０－３ 敗退 

ダブルス：若井・山瀬 １回戦 対奈留  ２－０ 勝利 

    ２回戦 対大村工 ２－０ 勝利 

    ３回戦 対諫早商 ０－２ 敗退 

     古田・ 林 １回戦 対海星  １－２ 敗退 

     田村・原田 １回戦 対諫早商 ０－２ 敗退 

シングルス： 山瀬 ２回戦 対長崎工業 ２－０ 勝利 

          ３回戦 対諫早商  ０－２ 敗退 

       楠本 １回戦 対長崎女子商２－０ 勝利 

          ２回戦 対諫早商  ０－２ 敗退 

       古田 ２回戦 対長崎北陽台２－０ 勝利 

          ３回戦 対長崎女子商０－２ 敗退 

＜ソフトテニス女子＞ 

団体戦：１回戦 対諫早    ３－０ 勝利 

    ２回戦 対佐世保東翔 ２－１ 勝利 

    ３回戦 対長崎北   ２－１ 勝利 

   準々決勝 対島原商業  １－２ 敗退 ベスト８ 

個人戦： 綾・岩永 １回戦 対長崎女 ３－４ 敗退 

   小佐々・松永 １回戦 対松浦  ４－２ 勝利 

          ２回戦 対佐世保南４－３ 勝利 

          ３回戦 対大村  ０－４ 敗退 

末永・小川 １回戦 対豊玉  ４－０ 勝利 

      ２回戦 対長崎南 ４－２ 勝利 

      ３回戦 対長崎女子２－４ 敗退 

山口・吉本 １回戦 対諫早  ４－０ 勝利 

      ２回戦 対北松西 ４－０ 勝利 

      ３回戦 対長崎東 ３－４ 敗退 

宅島・福永 １回戦 対島原農 ４－２ 勝利 

      ２回戦 対長崎女子２－４ 敗退 

＜卓球女子＞   

団体戦：    １回戦 対中五島 ０－３ 敗退 

シングルス： 春岡 １回戦 対海星  ０－３ 敗退 

濱  １回戦 対島中央 ３－０ 勝利 
    ２回戦 対長崎女商０－３ 敗退 

中川 ２回戦 対口加  ０－３ 敗退 
佐嘉田 １回戦 対長崎工 ０－３ 敗退 
 吉野 １回戦 対大村工     棄権 

ダブルス：中川・濱 １回戦 対長崎西 ０－３ 敗退 
佐嘉田・春岡 １回戦 対大村  ０－３ 敗退 

 吉野・友廣 １回戦 対海星      棄権 

《７月の行事予定》 

４ （月） 球技大会（２年）（１年：５日、３年：１２日） ２０ （水） 授業中断日（全校集会、吹奏楽部壮行式 等）

９ （土） 進研模試〔記述〕（３年 ～１０日） ２１ （木） 授業設定日（～２６日） 

１１ （月） 代休（オープンスクール） ２７ （水）  夏期講座（２・３年）（～２９日） 

１３ （水） 全学年三者面談開始（～２１日） ２７ （水） １年校内学習会（～２９日） 

１６ （土） オープンスクール ３０ （土） ３年校内学習会（～８月４日） 


