
学校だより 
 No.233  R2.9.30 発行 

 

「非日常」と「日常」 
校長 酒井俊治 

 

新型コロナウィルスが世界中で猛威をふるい、今なお収束の目処は立っていない。 

県内の感染者数は、第１波のピークが４月１５日・１６日の１４人に比べ、第２波のピー

クは８月１８日の１５０人だった。現在は一桁台であるものの、いつまた感染者が増加する

か予断できない。 

３月初旬からの全国一斉の休校で「非日常」が突然始まった。特に、４月から次のステー

ジに進む小中高大入学前の生徒は不安が大きかったのではなかろうか。また、この期間はウ

ィルスの特性理解なども不十分で、３月中旬には「三密回避」がアナウンスされたものの、

「対処の仕方」は十分に浸透していなかったように思う。 

４月から全国的には感染者が増加していたものの、本校を含め県内のほとんどの学校で

は、ほぼ通常通りの新学期が始まった。しかし、例年この時期の「日常」とのズレに違和感

があった。４月中旬からの県内感染者増加に伴い４月２２日から臨時休校、５月１１日から

隔日登校と、「非日常」がまたやってきた。この間、全国・県高総体や全国高校野球選手権大

会などの中止が次々と決まり、特に３年生にとっては、何とも言い難い感情がこみ上げたこ

とだろう。５月２５日以降、平常授業となったものの、しばらくは違和感が続いた。７月頃

から全国で感染者が増加を始め、特に７月下旬から８月中旬までは「いよいよ来るか」と危

機感を覚えた。 

さて、ここ半年間であなたは何を感じ、何を考え、行動などどのように変わりましたか？ 

コロナ禍の当初は「非日常」的だったものが、既に「日常」的となった。「コロナでできな

い」のか「工夫すればコロナでもできる」のか考えていこう。やがて新型コロナもインフル

エンザと同じように共存する時がやってくる。「コロナ前には戻らない」が、どのように共存

し、どのような社会生活を営んでいくか、他人事ではない。 

 

〈強化学習会〉 

新型コロナの影響によって授業日が延長されたことで、今年は８月３日～７日までの５日間

行われました。３年２組の生徒１１名が参加し、自学を中心とした学習会に励みました。 

〈同窓会長・学校評議員・ＰＴＡの方による面接指導〉 

昨年度から始まったＰＴＡの方による面接指導が、今年

は８月１９日（水）に８名の方々の協力を得て実施するこ

とができました。就職希望の生徒１４名が面接指導を受け

ました。様々な方から面接指導を受けて、その成果を就職

試験で発揮してほしいものです。同窓会・学校評議員・保 

護者の方々、ご協力いただきありがとうございました。 

 

 

 

 

感染症拡大の中で開催方法を何度も検討した大崎中高合同体育大会が、９月１３日(日)、本

校グラウンドにて開催されました。 

 準備期間には大型の台風９号・１０号に見舞われ、停電もなかなか復旧しないなか、生徒達

は少ない時間を有効に使って練習を進めてくれました。テント張りをはじめとする会場設営準

備を生徒、職員総出で行い、半日の予定で体育大会はスタートしました。程よい天候のもとで、

生徒達は白熱した演技をみせてくれました。 

 中高総勢２２５名の元気溢れる準備体操に始まり、Ａ・Ｂブロックが熱戦を繰り広げました。 

 高校生「集団演技」は、男子は「がんばらん

ば体操＋玉入れ」を行い、女子は甲子園をテー

マにした「栄光ダンス」が披露されました。栄

光ダンスは３年前から女子により取り組まれ

ており、キレのあるはつらつとしたダンスは

とても頼もしく映りました。また「台風リレ

ー」、「部活動対抗リレー」は大変盛り上がりを

見せました。中学生は、全員による「１００Ｍ

走 」、「サイコロリレー」を行いました。 

 今回で８回目の中高合同での開催となりま

したが、感染症の影響で合同の種目はリレー

のみになりました。悪天候により、練習する時

間にも恵まれず、出来上がりが心配されました。しかし中学生も高校生も積極的に協力しなが

ら、準備や練習に励んでいる姿が印象に残りました。 

 応援合戦はＡブロック（黄）、ブロック優勝はＢブロック（赤）でした。 

 今年は短い準備期間でありましたが、熱気にあふれたすばらしい体育大会を実施することが

できました。ご観覧、ご声援いただいた保護者のみなさまに心より感謝申し上げます。 
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☆陸上部☆ 

◆佐世保地区高等学校新人大会(８月１・２日) 

男子１００ｍ    木寺・力武 予選敗退 

男子２００ｍ    小橋    予選敗退 

男子４００ｍ    福永・小橋 予選敗退 

男子８００ｍ    福永    予選敗退 

男子４×４００ｍ  木寺・福永・小橋・力武 

                予選敗退 

◆県高等学校新人体育大会(９月１８～２０日) 

男子１００ｍ    木寺・力武 予選敗退 

男子２００ｍ    小橋    予選敗退 

男子４００ｍ    福永・小橋 予選敗退 

男子８００ｍ    福永    予選敗退 

男子４×４００ｍ  木寺・福永・小橋・力武 

                予選敗退 

女子１００ｍ    浦田    予選敗退 

(自己ベスト) 

 

 

 

 

 

 

 

今年のオープンスクールは 2日間に分けて実施され、長崎県内から合わせて３７校、１１０名の中学

生が参加しました。両日とも、受付時に検温を行い、換気を徹底するなど新型コロナウィルス感染防止

に努めました。会の中では、生徒会役員の２－１木寺さん・中浦さん（１７日）や、２－２本多さん・

１－１宮崎さん（１９日）による年間行事の紹介や、報道部が作成した映像による部活動の紹介がなさ

れ、本校教員が授業や進路実績についての話をしました。続いて、２－１中野さん・２－２福永さん（１

７日）や３－１田中さん・３－２坂口さん（１９日）が高校生活の体験談やアドバイスを発表し、閉会

後は希望者による部活動体験が行われました。そのほかにも、１７日は、中学生が国語・数学・英語・

理科・社会・商業の中から 1科目選択し、体験授業を選択し受講する模擬授業を、１９日は、引率者及

び保護者の皆様を対象とした部活動（野球部）に関する説明や質疑応答を併せて実施しました。２日間

とも、多くの生徒の協力によりオープンスクールを実施することができました。ありがとうございまし

た。 

 

 

 

 

 

 

長崎県民が平和の誓いを新たにするこの日、平和学習を行いました。今年はコロナ禍の影響で大崎中

学校は急遽、中止となったため高校単独での実施となりました。 

学習に当たっては三密を避け、熱中症対策にも考慮しながら、まず体育館で DVD『ナガサキの少年少

女』を鑑賞し、原子爆弾の恐ろしさや平和の尊さを学びました。その後、各教室へ戻り生徒会による詩

朗読（あいだみつを作）を経て、11時 02分に黙とうを捧げました。最後に生徒会長の笠原凌真さんが

校内放送による平和宣言を行って締めくくりました。 

コロナ禍は依然収束の兆しが見えず、不安と我慢の生活が続きますが、平和を願う心とたくましく生

活する意志を持ち続けることを誓ってくれました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆男子ソフトテニス部☆ 

◆佐世保地区新人大会(９月１９・２０日)  

個人戦 

中浦・笠原    ４－２ ２回戦進出 

        ０－４ ２回戦敗退 

尾崎・ 森     ２－４ １回戦敗退 

吉岡・中野   ４－１ ２回戦進出 

         ０－４ ２回戦敗退 

団体戦  

対 対馬   ０－３ １回戦敗退 

 

☆女子ソフトテニス部☆ 

◆佐世保地区新人大会(９月１９・２０日) 

個人戦 
三津谷・德永 ２－４ １回戦敗退 
 

団体戦 
 対 壱岐商業 １－２ １回戦敗退 

(柴原・德永 ０－４ 負け) 
            ※大崎高校は九文との混合チーム 

☆弓道部☆ 

◆佐世保地区高校新人大会(８月３０日) 
男子個人戦      優  勝  桑原 淳 
         第５位  柴田凌汰 

  女子団体戦      予選通過ならず 

 

◆県高校新人大会(９月１９・２０日) 

 男子個人戦   予選通過ならず   

 女子団体戦   予選通過ならず 

  〃個人戦   予選通過ならず 

 

☆野球部☆ 

◆令和２年度県高校野球大会(８月１・２日) 

対 長崎南山（準決勝）  2-0 勝 
 対 鹿町工業（決勝）   6-1 勝 優 勝 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
◆第６９回佐世保市長旗争奪新人野球大会 

リーグ戦 C パート 
対 壱岐商業      13－0 勝（5 回コールド） 
対 壱岐        10－0 勝（6 回コールド） 
対 松浦          8－1 勝（8 回コールド） 

決勝トーナメント 
対 西海学園（準々決勝）8－0 勝（7 回コールド） 
対 佐世保実業（準決勝）7－0 勝（7 回コールド） 
対 鹿町工業（決勝）  5－4 勝 優 勝 

 
◆第３４回長崎県高等学校野球１年生大会 
 対 九州文化学園    10－1 勝（7 回コールド） 
 対 波佐見        2－3 敗 

◆第１４７回九州地区高等学校野球長崎県大会 

１回戦はシード権獲得 
 ２回戦 対 島原    6－2  勝 
 ３回戦 対 西海学園  １０／４(日)１２：３０～ 

長崎県営野球場 

１０月行事予定 

１日(火) 中間考査(～2) 

２日(金) HR役員任命式、容儀指導 

５日(月) 学校開放週間(～16) 

８日(木) 人生の達人セミナー 

10日(土) 県高校英語ｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ 

3年進研記述模試(～11) 

19日(月) 文化祭前短縮授業(～28) 

24日(土) 

 

 

2･3年進研模試（～25） 

2年第 1回就公模試 

1年進研総合学力テスト 

29日(木) 大崎祭週休日振替 

31日(土) 中高合同大崎祭 

 

生徒による発表（中野さん） 

 

生徒会長あいさつ 

 

生徒による発表（坂口さんと田中さん） 

 

☆全商電卓実務検定試験結果☆        ６月２１日(日)実施 

◆第１級合格 ５名 

田崎 佑  松下洸人 山口留稀哉  百岳心咲  宮原優斗 

◆第１級普通計算部門合格 ２２名  

 浅田弥音  石井皓大  石川琉音  大串麻奈   鎌田琉志  川本李玖   川山慶貴  佐々木堅心 

 品田涼我  鈴木凱士  田中駿佑  田中莉里愛  中野翔太  橋爪知嘉子  畑 美里 
 原田陸人  平石将太  平野柚希  本多 青   森 百杏  山道珠利亜  吉田屋翔麻 


