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育友会総会
５月９日（土）に予定していた育友会総会は、新型コロナウイ
ルス感染拡大に伴う緊急事態宣言を受けて、会員の皆様に承諾
書兼議決権行使書を提出していただく形式へと変更いたしまし
た。育友会総会は議決事項を審議する場であるとともに、本校

今 、何 が で き る か
まず、２つの文を紹介します。ひとつ目は

の教育活動への理解を保護者の方々に深めていただく場でもあ
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ります。今回、皆様のご意見を直接お伺いできなかったことは
敏博

現在、新型コロナウイルスの世界的な流行により、本校でも
分散登下校等を実施するなど、さまざまな配慮を行いながら授

Now is no time to think of what you do not have. Think of
what you can do with that there is.

業を再開しましたが、通常の学校生活に戻るためにはまだまだ

影響を与えた「誰がために鐘は鳴る」
「老人と海」などの著者アー

教育活動を愛おしくさえ感じて生活している中で、前述した２
つの文を目にしたので紹介しました。

ネスト・ヘミングウェイさんの言葉です。日本語訳は次のとお
りです。

この流行は長期戦になるのではないかと言われています。こ
れからはウィルスとの共生・共存が重要になってくるという報

「今はないものについて考えるときではない。今あるもので、
何ができるかを考えるときである」

道もあります。そのような情勢の中で、ウィルスが沈静化した
後の世の中は、流行前と大きく変わっているであろうという予
測もありました。あるテレビ番組で、動画配信事業を行うドワ

ふたつ目は、６年前に本校のある生徒が修学旅行文集の中で

ンゴの社長 夏野剛さんは次のように言っていました。

書いた文です。

『急速に進むオンライン化は「社会が変わるチャンス」です。
『交流会の報告をしてくれた多くの人が、「この当たり前にあ

日本は、テクノロジーがあるにも関わらず、なかなかそれが効

る日常はとても大切だ」ということを私たちに訴えました。私

果的に人のシステムの中に入っていませんでした。今までは、

もこの言葉に深く共感します。例えば、学校生活一つをとって

とにかく変えなくてもまあなんとかおさまる、変えなくてもな

も、彼らの不便な仮設校舎に比べ、私たちが利用している南高

んとかうまく切り抜けられてきたということです。そして、こ

の校舎はとても快適です。その校舎を普段、特に感謝すること

のなんとかなっていたということが、日本を変えられなかった

もなく当たり前のように気にせず使っていますが、当たり前が

最大の問題だと思います。しかし、変えなくても生きていける、

当たり前でなくなった時にその有り難さに気づくようでは遅い

変えなくてもなんとかなる状況ではなくなりつつあるわけで

のです。これからは、「今のこの瞬間」を大切に、「感謝」しな

す。この機会にオンライン診療の話とか、オンライン学習の話

がら生活していきたいです。』

とかもう本当に国単位で進んでいるものもたくさんあるので、
やはりこの機会に試してみたものを、良いものは全部受け入れ

本校はかつて修学旅行において福島県での復興学習を取り入
れていました。この文は、その取り組みの中で実施していたい

て、この後の世界に生かしていくことをやるべきだと思います
し、やれると思います。』

わき総合高校との学習交流会に参加した本校のある生徒が書い
たものです。

進めておりますので、本校へのご意見・ご質問などは、その場
でお気軽に学級担任にお伝えください。後の育友会の諸活動は、
情勢を考慮しつつ、できる限り実施したいと考えています。会
員の皆様のご協力をよろしくお願いします。

時間がかかりそうです。改めて通常の生活がいかに恵まれてい
たか、そして、これまでの平常の学校生活や当たり前と思えた

これは、２０世紀の文学界と人々のライフスタイルに多大な

大変残念に思います。７月には三者面談を実施するよう準備を

変動し続ける社会に的確に対応すること。この命題は近年、
各学校現場において訴求されてきたものでしたが、今や人類的
命題とも言えます。生徒の皆さん、保護者の方々、地域の方々、
本校を取り巻く力を総動員して、今何ができるのか、何をすべ
きか、深く見つめ直したいと考えています。

なお決議の結果は、お子様を通じて報告文書を配付いたしま
したが、改めて下記の通り議決されたことをお知らせいたしま
すので、どうぞご確認ください。
第１号議案 令和元年度事業報告について
賛成 ６７２名 反対 ０名 無答 １名

賛成多数により承認可決

第２号議案 令和元年度会計決算報告及び監査報告について
賛成 ６７２名 反対 ０名 無答 １名 賛成多数により承認可決
第３号議案 令和２年度佐世保南高等学校育友会役員選出について
賛成 ６７２名 反対 ０名 無答 １名 賛成多数により承認可決
第４号議案 令和２年度事業計画について
賛成 ６７２名 反対 ０名 無答 １名

賛成多数により承認可決

第５号議案 令和２年度会計予算について
賛成 ６７２名 反対 ０名 無答 １名

賛成多数により承認可決

第６号議案 課外講座の変更について
賛成 ６６９名 反対 ３名 無答 １名

賛成多数により承認可決

部活動紹介
本校では、運動部・文化部あわせて２７の部活動と２つの同

次なる目標を目指して頑張っているところです。生徒達の今後

好会が活動しています。新型コロナウイルス感染拡大防止のた

の活躍に期待しています。また、今後の諸活動は、情勢を考慮

め、高校総体や、吹奏楽コンクールが中止になって生徒達は

しての開催になると思いますが、保護者の皆様のご理解とご協

ショックを隠しきれませんが、今は少しずつ気持ちを切り替え、

力をよろしくお願いします。

野球部

男子バレーボール部

「和をもって挑戦」をスローガンに、少ない練習時間の中、いか

今年度の目標は、
「今の３年生をインターハイに連れて行く」こ

に効率よく、一球に集中して日々の練習に取り組めるかが最大

とでしたが、インターハイが中止となってしまいました。１月

のテーマです。そして、決して高くはない個々の能力を寄せ集

に東京で行われる春高バレーには、３年生の中には引退する生

め、強いチームに立ち向かう「全員野球」で、全大会上位進出

徒が出てきますが、その生徒の思いとともに絶対に出場し、上

を狙います。応援よろしくお願いします。

位進出を狙います。今後とも応援よろしくお願いします。

男子ソフトテニス部

女子バレーボール部

週に５回、２９名（うちマネージャー１名）で活動しています。

女子バレー部は、ボールをつなぐことで皆の想いもつないでい

できるだけ実践を意識した部分練習に日々取り組んでいます。

ます。これからも前向きに、元気出して！声出して（コロナ対

そして、
「誰からも応援してもらえるチームにする」をチームの

策で自粛中）！笑顔で！活動していきます。応援よろしくお願

スローガンにし、特に挨拶など礼儀面に力を入れています。

いします。

女子ソフトテニス部

男子バスケットボール部

外部指導者コーチとともに週に５日、練習に取り組んでいます。

4 月から新たに 1 年生とコーチが加わり、男子バスケットボー

練習内容は生徒自身が考え、目標を達成するための努力を継続

ル部はさらなる進化を遂げようとしています！高校総体は中止

しています。前向きな姿勢、明るい雰囲気で練習に取り組んで

となってしまい、今のチームでバスケをプレーできるのも残り

います。応援よろしくお願いいたします。

わずかですが、一つひとつの試合、練習、プレーに真剣に取り

卓球部
男子は「やるときはやる、けじめのあるチーム」
、女子は「礼儀
正しく、誰からも応援されるチーム」になることをモットーに
日々の練習に励んでいます。今年度の目標は、男女とも団体県
ベスト４です。さらに、個人でも一つでも多く勝利するために
頑張ります。南高卓球部の応援をよろしくお願いします！

組み、佐南のバスケは成長中です。どうぞ、応援よろしくお願
いいたします！

女子バスケットボール部

剣道部

家庭部

応援部

令和 2 年度になって、1 年生がプレーヤー１２名、マネージャー１名

剣道部は、毎日剣道場で基本技や掛かり稽古、打ち込み稽古など様々

家庭部の普段の活動はお菓子作りです。他にも、高総体前の運動部や

南高の応援部は長い歴史と伝統をもっており、過去には漫画の題材に

が入部しました。インターハイ・県高総体が中止となりましたが、モ

な練習に励んでいます。人数は少ないですが、それぞれが目標を持ち、

大会前の文化部におにぎりの差し入れを行ったり、文化祭でたくさん

も取り上げられたことがあります。今後も応援活動を通して、学校行

チベーションを下げず、次にできる大会を期待して頑張りたいと思い

真剣に取り組んでいます。大会でよい結果を残すことを目標にこれか

のクッキーを作って販売したりしています。皆さんを Happy にできる

事の各場面で南高を盛り上げていきたいと思いますのでよろしくお願

ます。

らも稽古に励みます。

よう、今年の活動も頑張ります。

いします。

男子バドミントン部

男子硬式テニス部

美術部

バトン部

部員は総勢４２名です。初心者も多く在籍し、バドミントン経験者と

平日はラリーやサーブ等の基本練習を中心に、休日は実践的な練習を

ともに汗を流せる点がこの部の良い点です。大会への参加もしやすく、

中心に活動しています。初心者が多いですが、少しずつ試合内容も充

放課後ちょっと時間があるんだけどなぁ、とか、自分には隠れた才能

年生８名

初心者でも勝利をおさめる部員もいて、とても嬉しく感じています。

実してきました。
今年は個人・団体戦共に結果を残せるよう頑張ります。

がある？と思っている皆さん、前館４F の図書室で本を借りるついで

動は、応援活動ですが、部活動の壮行式や体育祭、文化祭、その他地

に美術室を覗きに来て下さい。教室中に広がる CHAOS な空間で新た

域のイベントなどにも参加してバトン演技、チアダンスなどを披露し

な発見があるかも！

ます。

もちろん、経験者は大会での上位入賞を目指して練習に取り組んでい

女子硬式テニス部

ます。

女子テニス部は１９名で活動しています。硬式経験者は０なので、球

女子バドミントン部

昨年の実績：優秀賞２作品、優良賞１作品、九

しています。チームの目標は、団体戦ベスト８以上、個人戦３回戦進

計４６名で活動しています。練習では、サーキットトレーニング、基

出以上です。

ラグビー部（同好会）

礎打ち、ノック、試合等を行っています。スキルの向上と、一試合で

計２６名の大所帯で活動しています。主な活

放送部

吹奏楽部

上させること、もう一つは学校行事の放送による運営を担うことです。

各種コンクールを始め、校内外で活躍する吹奏楽部ですが、未だに皆

アナウンス・朗読の練習に励みつつ、同時期に学校紹介動画を編集し

さんにアピールする機会がありません。早く皆さんに吹奏楽（音楽）

たりと忙しい毎日です。それでも部員は笑顔で和やかに活動を行って
くれるので、顧問としてとても嬉しく思っています。

少ない人数ながらも、個性溢れるメンバーで「ボールの争奪と継続」

の楽しさを伝えられたらと、日々練習に励んでいます。部員も絶賛募

でいます。

を意識して日々練習に取り組んでいます。また、
ラグビーを通して「人」

集中です !!

邦楽部

として成長していくことも目指しています。今後とも応援よろしくお
願いします。

２

放送部の活動には２つの側面があります。一つは自らの放送技術を向

も多く勝ち上がることを目標に、部員全員が一生懸命練習に取り組ん

陸上部

３年生４名

州大会出展１作品（実は実力派が揃ってます）

出し、サーブ等の基本練習を中心に、試合形式も織り交ぜながら練習

女子バドミントン部は、３年生８名、２年生１９名、１年生１９名、

バトン部は、今春新入部員が１５名入ったことで、１年生１４名

ESS（同好会）

日本の伝統楽器、箏の演奏を通じて日本音楽の素晴らしさを伝える活

In ESS club we usually play language games, English word games and

サッカー部

動をしています。部員全員が箏未経験者ながら、プロの奏者である外

grammar games. We practice speaking, listening, reading and writing.

限られた時間を有効に活用しながら毎日の練習に取り組んでいます。

サッカー部は、３年２３人、２年１２人、１年１６人、マネージャー

部講師の先生のご指導によりめきめきと上達し、昨年秋の県大会では

We learn about cultural events and holidays in different countries,

和気あいあいとした雰囲気の中にも、一人ひとりが明確な目標を持ち、

５人で活動しています。走ることを基本に、ボールをつなぎ、ゴール

金賞を受賞、２年ぶり８回目の全国大会出場を勝ち取りました。先ず

such as Halloween, Christmas and Bonfire Night. We do fun activities

切磋琢磨しながら自己ベストの更新を目指します。応援よろしくお願

を目指し、日々努力しています。選手自身が自ら考えられるような集

は全国大会での上位入賞、そして皆さんには文化祭で私たちの演奏を

for different seasonal events. For example at Christmas we learnt

いします。

団となるよう、成長していきます。応援よろしくお願いします。

楽しんで頂くことを目標に頑張ります！

Christmas songs in English. We also talk and share about Japanese

「誰からも応援される選手」を目指し、学校生活を疎かにすることなく、

水泳部

cultural events in English.

水泳部は、本校にプールがないため、原則部員はスイミングクラブに
入り、実践練習しています。コロナウィルスの関係で、十分な活動が
できていませんが、今後は校内でも陸上トレーニングを取り入れ、部

６月の主な予定

員の基礎体力をつけたいと考えます。また、状況を見ながらリレー練
習などをするために、プールに出向き練習したいです。目標は１９名
全員、今年度内に自己ベストを更新することです。

６月８日（月）学年レクリエーション（３年）

茶道部

文化部

９日（金）放課後補習開始（３年）
１０日（水）生徒総会
１３日（土）〜１４日（日）対外マーク模試（３年）

書道部

茶道を通じて、身に着けておきたい礼儀作法や、おもてなしの心を学

初心者、経験者ともに大歓迎の書道部です。高校から始めてもちっと

んでほしいと思います。初心者大歓迎です。外部講師の重政先生がや

も遅くありません。書道パフォーマンスや揮毫大会への参加など多岐

さしく教えてくださいます。興味のある方は、日本文化室でお待ちし

に渡る活動が高校生活を彩ってくれるはずです。人生１００年時代を

ております。

豊かに生きていくためにも、
一生かけて追究することができる「書の道」

１３日（土）Ｓプロ（１・２年）
１５日（月）〜２６日（金）「心キラッと南高」旬間
１７日（水）スクールカウンセラー講話
去年度の邦楽部演奏の様子。

に、一歩踏み出してみませんか？

写真部

写真部は、１年生６名、２年生３名、３年生３名の計１２名で活動し

科学部

ています。活動内容としては、行事の際の写真撮影や校内外の季節の

科学部は、部員がそれぞれ興味を持った研究や実験を行い、秋に

風景の撮影などです。今年の目標は、昨年度に続き県高校写真展での

開かれる科学研究大会で発表しています。また、ゴールデンウィー

入選です。

クのこどもの日に少年科学館で行われるイベントに参加し、実験
の楽しさを伝える活動もしています。

６月の主な予定の
詳細版は右の QR
コードを読み取って
アクセスしてください。

２０日（土）県下一斉模試（３年）
Ｓプロ（１・２年）
２２日（月）〜２６日（金）美化コンクール週間
３０日（火）〜７月３日（金）一学期期末考査

※コロナウイルス感染拡大防止のため、急に変更に
なる場合がございます。

