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「 涙…泣くことは 」 

                            中学校副校長 池 田 利 夫 

 私事で恐縮ですが、一昨年、長男が大学に進学したときのことです。普段は母親にお任せ

の私ですが、「引っ越しは力仕事だから、お父さんも手伝っ

てください」と、妻にお願いされました。荷物を妻の運転す

るワンボックスカーにつめこみました。そして、私は下の子

どもたちもつれて大学の寮まで同行しました。荷物を寮の部

屋まで運び入れ、周辺で必要な買い物をしていると、あっと

いう間に夕方になりました。そろそろ帰らないといけない時間になりました。 

 私は、「さあ、お兄ちゃんは今日からここに住む。一言ずつ声をかけて帰ろうか」と、言

いました。「小さい順に…」というと、当時、小学１年生の末っ子が黙っています。何も

しゃべりません。おしゃべり好きで、いつもは家族で一番にぎやかです。私は、「ほら、早

く言わんね」と、声をかけようと思って末っ子の顔を見ました。すると、目を真っ赤にし

て、涙をぽろぽろ流していました。私は驚きました。小学校１年生の７歳児が、まさか泣く

とは思いもよらなかったからです。「ほら、お兄ちゃんに…」と、声をかけると、末っ子は

しゃくりあげて泣き出しました。もう、言葉にならないのです。これは、今、お別れを言わ

せるのはちょっと無理だなと思って、妹である娘二人を見ると、これまた二人とも目を真っ

赤にして泣いています。母親を見ると、母親も目を真っ赤にしています。 

 私は、仕事にかまけていますが、家族が団結していることを改めて感じました。長男が大

学に合格したとき、ほっとしたのは確かですが、それ以上に心が温かくなったのがこの時で

した。 

 ６人兄弟の子どもたちで、毎日、にぎやかな我が家。長兄を中心に統制はそれなりにとれ

ていますが、それでも時には兄弟姉妹げんかも勃発します。そうしながらも、兄弟姉妹は団

結を深めていたのだと実感しました。そういえば、部活動で同行できなかった弟二人も出か

ける前に長兄に、はなむけの声をかけていました。 

  涙…といえば、思い出す文言があります。尊敬する先輩先生の文言です。それは、 

       試合に泣くな、練習に泣け。 

       試験に泣くな、学習に泣け。 

       泣くことは不断の努力に全力をそそいだ者だけに許される特権である。 

 北中、北高生には集大成があります。市中体・高総体・コンクール・各種大会…戦いや出

演が終わったときに泣けるか。泣けるだけの練習をしてきたのか。大学進学にあたり、泣け

るか。泣けるだけの努力をして合格をつかんだのか。北中、北高を卒業するにあたり、泣け

るか。泣けるだけの友情構築や学校行事への取組をしてきたのか。 

 泣くことは不断の努力に全力を注いだ者だけに許される特権である。 
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 マラソン大会（高校） 

中学体育科 益田 秀紀           

 今年度の北辰行は１１月２７日（金）に本土最西端公園である神崎鼻公園までの道の

り、２５キロを歩きました。事前に北辰行への協力を依頼したところ、必要人数を大きく

上回る保護者の方々に、協力できるという返事をいただき、大変ありがたく思いました。

また、PTA役員の方々にコースやトイレ、昼食場所の確認などをしていただき、生徒がよ

り楽しく、安全に歩行できるようにご尽力いただきました。当日は暑くも寒くもなく、歩

きやすい天候でした。２５キロの長い道のりも各学級４名の縦割り１２名の班で先輩後輩

が励まし合いながら完歩することができました。中間地点のサンビレッジ佐々では、母の

会の皆様にゼリーの差し入れをいただき、残り半分頑張ろうという気持ちになりました。

また、横断歩道やトンネルで保護者の方々に生徒の見守りをしていただき、事故もなく歩

くことができました。２５キロも歩いた後も公園で走り回る生徒もおり、生徒の元気さに

感心しました。保護者の皆様のお力添えで大きな怪我、事故なく実施でき、充実した活動

となりました。誠にありがとうございました。 

 北辰行（中学） 

高校体育科 山口 郁彦           

 １１月１６日（火）、佐世保市総合グラウンド周辺において高校

１・２年生による校内マラソン大会が行われました。男子は   

１０㎞、女子は６㎞のコースを、個人の部、クラス対抗、部活動対

抗の３つの部門で競いました。当日は気温が２０℃を越える暑さに

なり、水分補給のやり方や脱水症状等の予防に苦慮しましたが、生

徒たちはこの日のために練習してきた成果を発揮しようと積極的に取り組んでいました。今年

も、陸上競技場の工事の関係で今までとは違うコースを走りましたが、例年と変わらない生徒

の盛大な応援で、走っている生徒の背中を後押しする懸命な姿が印象的でした。ゴール直後に

は、互いに肩を貸し合いながら、励まし合い讃え合いながら歩いている生徒を見ると、仲間思

いの優しい生徒が多いことを改めて嬉しく思いました。午後からはグラウンド周辺の清掃活動

と閉会式を行い、大きな事故もなく、無事大会を終了することができました。また、今年も母

の会よりドリンクの差し入れをいただきました。大変ありがとうございました。 

それぞれの部門の結果は以下の通りです。（１位のみ） 

個人の部 ：男子 １－６ 高本 直季  女子 １－３ 水戸 麻莉亜 

クラス対抗：２－６   部活動対抗：男子 サッカー部  女子 陸上競技部 



ボランティア清掃（中学校） 

                              中学校環境美化部 原田志保 

 中学校では１１月２５日（水）６・７校時にボランティア清掃を行いました。学校周辺

や近隣の国道沿いなど、普段通学路として利用しているところに感謝の気持ちを込めきれ

いに掃除しました。もう冬ということで、枯れ葉が多く、掃除のしがいがあったように思

います。ボランティア清掃用のごみ袋にして、５０袋ほどのごみを回収しましたが、ペッ

トボトルなどの大きなゴミはほとんどなく、たばこの吸い殻もあまりありませんでした。

佐世保の街が美しく保たれていることに感謝しながら、過ごした２時間でもありました。 

佐世保美し化プロジェクト 
中学環境美化部 原田志保  

 １１月１０日（火）に美化委員１８名が佐世保美し化

プロジェクトに参加しました。このプロジェクトは、 

佐世保市土木政策・管理課のご協力とご指導の下、国道

沿いにある花壇に花を植え、佐世保を美しくしようと 

いうプロジェクトです。今回はパンジーとなでしこの 

２種類を植え付けました。 

美化委員たちはそれぞれの花の位置や配色を考え

ながらバランスよく花を植え付けようとしていま

した。植え付けた場所は、市役所前から城山町の

ファミリーマートまでの国道沿いになりますの

で、通りがかったときなど、中学生が楽しそうに

花を植えている姿を思い浮かべながら、花を楽し

んでいただければ幸いです。                     

ボランティア清掃（高校） 

高校生徒会 鬼塚 登茂美    

 １０月２１日（水）に、高校１、２年生による校外清掃が行われました。学校周辺の

道路から清水中学校周辺や市民会館跡地まで、クラスごとに担当箇所のゴミ拾いや草取

りをしました。みんなで集めたゴミの分別は美化委員が担当してくれました。虫に悲鳴

を上げたり、葛のつると格闘したり、間違って花の球根を抜いてしまったり、わいわい

とにぎやかに清掃を楽しむ姿

が見られました。気持ちのよ

い秋の午後、生徒たちには 

よいリフレッシュにもなった

ようです。 



 

   

 

 

 

               

                                        

           

                                 

生徒の活躍の主なものを紹介します 

１２月の主な行事予定（変更する場合があります） 

 

＜中学校＞ 
●全日本中学生通信陸上競技大会長崎県大会 男子３年１００m ３位 吉村 優輝 
●佐世保市民陸上競技選手権大会男子中学２・３年 １００m １位 吉村 優輝 
               男子中学１年 １００mＨ １位 中村 颯太 
               女子中学２・３年 １００mＨ ３位 豊福 愛陽 
●長崎県中学校新人大会陸上競技 男子１年 １００mＨ ２位 中村 颯太 
●佐世保市陸上競技記録会 男子中学 ４００m １位 吉村 優輝 
                  砲丸投げ １位 吉村 優輝 
                  走高跳 ２位 吉村 優輝 
                      ３位 中村 颯太 
●ながさき“若い芽”のコンサート ピアノ部門 優秀賞 佐藤 啓樹 
●長崎県中学校体育大会新人大会予選 ３位 軟式野球部 
●佐世保市中学校剣道競技新人大会 男子団体 ２位 
        〃        女子団体 ２位 
        〃        女子個人 ３位 高橋 ひな 
●佐世保市中学校剣道競技新人大会 男子個人オープン ３位 西野 志 

＜高校＞ 
●全九州高等学校空手道新人大会 男子個人 －５５kg級 ３位 長岡 大喜 
                女子個人 －５９kg級 優勝 茶屋 綾乃 ※全国大会出場 
                男子団体 形 ５位 ※全国大会出場 
                女子団体 形 ３位 ※全国大会出場 
●科学の甲子園全国大会長崎県代表選考 第１位 ※全国大会出場 
●県総文祭美術部門 個人 絵画部門 優秀賞 小林 樹 ※全国大会出場                     
                      平田 さくら 
           デザイン部門 優秀賞 富岡 弥佳                   
●長崎県高等学校新人体育大会柔道競技 個人 ＋１００kg級 ３位 森下 竜之介                       
●県総文祭日本音楽部門 団体 金賞 
●西日本クラシック音楽コンクール 優秀賞 築山 由菜 
                     大久保 元気 
●県総文祭図書部門第１７回ライブラリーフェスティバルビブリオバトル県大会 
                        準チャンプ本（２位） 藤永 龍人                      
●高校生書道展覧会 優秀作品賞 宮﨑 皓也 

日 中学校 高校 曜 

１  第４回定期考査最終日 火 

２ 人権集会 ２年修学旅行結団式 水 

３   木 

４   金 

５  １・２年土学 ３年共通テストプレ 土 

６   日 

７ 一斉専門委員会  月 

８  ２年修学旅行  火 

９ 中学校集会       １年主権者教育 水 

１０   木 

１１   金 

１２  ３年土学 土 

１３   日 

１４  １・２年三者面談（～１８日） 月 

１５   火 

日 曜 中学校 高校 

１６ 水  １・２年三者面談 

１７ 木   

１８ 金     ３年放課後補習終了 

１９ 土  １・２年県一斉 ３年土学 

２０ 日   

２１ 月   

２２ 火   

２３ 水   

２４ 木 大掃除・受納式・終業式 

２５ 金  全学年冬季補習 

２６ 土   

２７ 日   

２８ 月  ３年共通テストプレ 

２９ 火   

３０ 水   

３１ 木   

輝け 北辰のごとく 


