挑戦の1年に
明けましておめでとうございます。今年もどう
ぞよろしくお願いします。高３生は、1月１８日
（土）・１９日（日）のセンター試験を皮切りに挑
戦の１年が始まりました。「負けてたまるか！」と
いう気概を持ってセンター試験を乗り切り、気持ち
も新たに２月２５日に始まる2次試験に向けて勉学
に励んでおります。廊下ですれ違うたびに、人生の
大きな節目に挑む彼らの顔が、日に日に凛々しく
なっていくのを感じます。
第３学期始業式では、３名の生徒が令和2年にか
ける「挑戦」を発表してくれました。２学期の終業
式で、私から生徒の皆さんに「令和２年、何に挑戦
したいですか？」という宿題を出していたのです。
「みんなの前で発表したい人はいませんか？」とい
う私の問いかけに、真っ先に手を挙げてくれたのは
中２の宮地さんです。宮地さんは「これまで全ての
国名を暗記できました。今年は、全ての国の首都を
覚えることです。」と話してくれました。次に、高
３の浦野さんが「人とのつながりを大切にしたいと
思います。なぜなら、今年はこれまで長い間ともに
過ごしてきた仲間と別れ、新しい環境に身を置く１
年になり、新しい環境でも一緒に頑張れるような仲
間をつくりたいからです。そのために、自分から心
を開くよう心掛けたいです。」との決意を表明して
くれました。3番目に中２の諸藤さんが「今年は何
事もポジティブ思考でいきたいです。愚痴や不満を
減らし、ポジティブに考え行動したいです。」と話
してくれました。彼らの表情は自信に満ちており、
声は生き生きと張りのある明るいものでした。それ
ぞれの言葉に、今年にかける意気込みの大きさを感
じました。この３人にとって、自ら手を挙げて約１
２００名もの生徒の前で発表すること自体が大きな
「挑戦」であったと思います。その勇気にも私は感
動し、頼もしさを感じました。他にも発表したかっ
た生徒はたくさんいたと思いますが、時間が限られ
ていたのが残念です。おそらく全員が新年にかける
思いを持って始業式に臨んだと思います。令和２年
を夢や希望の実現に向けた「挑戦の1年」にしてほ
しいと思います。
挑戦に失敗はつきものですが、度重なる失敗や
障害を乗り超えて何かを成し遂げている人もいま
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田 定 延

す。先日、NHKのテレビ番組「逆転人生～中国
のカリスマ日本語教師 涙の青春スピーチ」を見
てとても感動しました。主人公は、中国の名門大
学で教鞭をとる日本語教師の笈川幸司さんです。
彼は、お笑い芸人として失敗し、中国人女性との
婚約を破棄され、ひとり中国で途方にくれます。
その後、教師経験ゼロにもかかわらず、日本語教
師の職を得て中国の学生に日本語を教え始めま
す。そして、本人の努力はもちろん、芸人だった
経験を活かし、評判の日本語教師へと成長してき
ます。彼の教え子は流暢な日本語を活かし、生け
花教師、アニメの声優、TVのリポーターなど第
一線で活躍しています。中国のテレビ局の記者と
して日本に駐在していた張さんは、東日本大震災
で被災者にインタビューをしていました。津波で
家を流され失意のどん底にいる男性に、「今、一
番欲しいものは何ですか？」と問いかけます。男
性 は、「や っ ぱ り、人 の 心 だ な。温 か い 心 だ
な。」と 答え ます。する と、張さ んは「おじ さ
ん、抱きしめても大丈夫ですか？」と声をかけ、
実際に熱く抱擁をします。中国では反日デモが続
くなか、張さんが自然に被災者を抱擁した姿がと
ても美しく、涙があふれました。人と人が心を通
わせ、国を超えて人間同士が交流できることを証
明してくれているようでした。及川さんは、中国
の学生に日本語や日本の文化を教えるだけでな
く、人と人とが認め合い、理解しあい、支えあう
ことの素晴らしさも教えていたのだと思います。
逆転人生に登場する人たちは、とにかく一生懸命
です。そうすると、周りには必ず応援してくれる
人が出てきます。挑戦する姿や情熱が周りの人た
ちを動かすわけです。周りの支えに感謝しながら
も、希望を捨てず失敗だけで終わらせなかったこ
とで、今があるということを教えてくれます。
生徒の皆さんには素晴らしい夢や希望があり
ます。せっかく決めた挑戦です。周りの人たちに
応援してもらえるよう情熱を持って、そして勇気
をもって挑戦していってほしいと思います。失敗
したとしても、失敗で終わらせず粘り強く取り組
んでいってほしいと思います。
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目標への努力を怠らない

2月
目標

２月
１

土 土曜補習（高３）

５

水 高校推薦入試

６

木 考査時間割発表（中高）

７

金 強歩大会

８

土 進研M／プロシード（高２）
学研ハイレベル（高１）

９

日 進研M／プロシード（高２）

土曜補習（高３）

１０ 月 強歩大会予備日
第４回考査
１３ 木 （中学～1４日まで、高校～１８日まで）
学年PTA（中１・２）
1４ 金 生徒会役員任命式・引継式（中）

土曜補習（高３）
１５ 土 第1回入学予定者オリエンテーション（中）
推薦入学合格内定者オリエンテーション（高）
１８ 火 専門委員会（中）

生徒指導部より
ネットの危険性を認識しましょう。
メディア安全指導講話の折に「ネットに上
げていいのは自宅の玄関に貼っておけるよう
なものだけだ」という話がありました。イン
ターネットは大変便利である反面、非常に危
険なものでもあります。自己のプライバシー
をさらしてしまうだけでなく、他者のプライ
バシーを侵害してしまうこともあります。ま
た、手軽で便利で楽しいアプリも利用規約を
精読してみると、「１３歳未満は利用できな
い」「画像、動画など一度アップしたものは
いかなる理由があっても停止・回収できな
い」「何らかの事由で運営側に損失を与えた
（不適切な動画を上げたために炎上して社会
的批判を受けた等）場合は賠償請求できる」
等の文言があり、未成年が簡単に利用するの
はたいへん危険です。

部活動の結果

全校朝会
２１ 金 校内大会（中）
長崎東安全の日
２５ 火

国公立大学前期日程試験（～2/26）
SGH課題研究発表会（高１・２：本校にて）

２８ 金 振替休日（2/29分）
29 土

◆

卒業式会場設営・予行練習

高校
◆ 射撃部
・令和元年度九州高等学校ライフル射撃競技新人大会
団体 第３位 女子ＡＲ
第２位 ＢＰＭＩＸ
個人 ＡＲ女子 第６位 梅本 美里
ＢＰ男子 第５位 古巣 友豊
ＢＰ男子 第７位 尾上 柊人
ＢＰ女子 第２位 弥永 朱音

各種式典・同窓会入会式

吹奏楽部
・第８回 ＪＢＡ長崎県ソロコンテスト
金賞 ２年１組 中野 楓佳（九州大会出場）
２年２組 森 未来
２年３組 田中 友万
２年６組 田口 佳南
１年２組 大山 椎葉
銀賞 ２年１組 平野 佑佳
２年２組 藤岡 咲帆

女子シングルスⅠパート 第３位 ２年２組 森山
女子シングルスⅡパート 第３位 １年３組 坂西
女子ダブルス
優勝 ２年２組 森山
◆ 図書部
・第１回 ビブリオバトル大会
優秀賞・審査員特別賞 ３年３組 川添 瞳子
◆ 美術科
・令和元年度世界平和祈念ポスター・標語展
ポスター部門 優秀賞 ３年２組 中村 紅葉
中学
入選
３年３組 荒川 水紀
◆ テニス部
努力賞 ３年３組 松尾 優花
・第３９回長崎市テニス協会 中学生テニス大会
３年１組 中川 亜美
男子団体Ｂパート
準優勝
３年１組 中川 真綾
男子シングルスⅡパート 優勝 ２年２組 笠松 風我 ◆ その他
男子ダブルス
準優勝 ２年２組 笠松 風我
・令和元年度長崎県統計学グラフコンクール
女子団体Ｂパート
優勝
パソコン統計グラフの部 １年２組 山口 優衣
女子団体Ｃパート
優勝

和夏
咲耶香
和夏

特選

SGH中間発表会

高 校

高２国際科１５班は１２月１８日に、高１の６０班は１２月１９日に中間発表会
を実施しました。独自の調査（実験・アンケート・インタビュー）、フィールド
ワーク、文献調査を基に検証・考察する学術的リサーチが多く、活発な質疑応答が
なされました。
２月２５日には本発表を開催し、１年生は各クラスの代表が、２年生の国際科は
優秀班に選ばれた６班がプレゼンテーションを行い、その他の班がポスター発表を
行います。また、県企画振興部政策企画課と連携した「地方創生型」探究学習を
行っている普通科のクラス代表もプレゼンテーションを実施します。

高１のプレゼン（日本語）
中

学

高２国際科のプレゼン（英語）

熱き闘い！中学校百人一首大会

【優勝】：３年２組、２年１組、１年２組
１月２１日（火）、中学百人一首大会を行いました。実行委員長 松本樹くんが「１年間深
めてきたクラスの力を合わせ、楽しく頑張りましょう」と挨拶しました。
今年は取り遅れる班が少なく、１年生もスムーズに札を取っていました。２年生、３年生は
反応が早く、また素早い反応には拍手を送り、互いを尊重した態度が見られました。
廣瀬副校長先生からも「得意な人とそうでない人、それぞれが力を出し合って協力し、みんな
が満足しているような、いい表情が印象的だった」と講評がありました。
また、今年は競技前の序歌を実行委員の松本樹くんと向井春賀さんが朗詠し、素晴らしい詠
みぶりに拍手喝采でした。
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中学校

高高 校
校

第３学期始業式・受納式

１月７日（月）に、本校第１体育館において、第３学期始業式が行われました。
第３学期は、新年の始まりでもあり、新学年の準備期間でもあり、１年間の集大成
でもあります。特に高校３年生は、３年間、あるいは６年間で培ってきた力を発揮
するときです。これまでの努力を信じて、自分の花を大きく咲かせて欲しいと思い
ます。
また、始業式に先立って、受納式も行われました。詳細は「部活動の結果」の欄
をご覧ください。
高

校

センター試験終了！！

1月18日、19日の二日間、長崎総合科
学大学において大学入試センター試験が
行われ、７２回生２６７人全員が受験し
ました。控え室で先生方から激励の言葉
をもらい、受験教室へ向かう際には、先
生方と握手やハイタッチをして気持ちを
中学校
高めました。小雨にも負けず、緊張しつ
つも粘り強く、無事最後まで受けきりま
した。これから私立大学、国公立大学２
次試験と続きますが、健康に気をつけて
自分の持てる力を発揮してもらいたいと
思います。ご家庭でも最後までサポート
よろしくお願いします。
高 校
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