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文武両道を目指すということ
教頭 藤原 勝志
1 学期もいよいよ 7 月を残すのみ、梅雨の季節もそろそろ終わりを告げ、強い太陽の日差
しと真っ青な空に大きな入道雲、季節はいよいよ本格的な夏にむかっています。
さて、今年の高総体では、登山部のアベック優勝や 2 年ぶりのラグビー部の優勝をはじめ、
各部がすばらしい成績を残しました。また、40 年の伝統を誇る 1 学期最大の学校行事である
「40 周年記念合唱コンクール」でも、短い準備期間にも関わらず、各クラスが最優秀賞を目
指して個性と団結力を思う存分発揮してくれました。仲間と力を合わせ、全力で取組み発表す
る姿は、高総体とともに、応援していただいた保護者や地域の方々にも喜んでいただけたと思
います。そして、みなさんには改めて長崎北陽台生の持つ可能性の大きさと文武両道の大切さ
と意義を教えられました。
文武両道の「武」とは、
「強く優しい人」になること。単に「強い体」を作ることではありま
せん。
「強くて優しい人」は、どんな時でも「心が折れない」強さを持ち、
「人に寄り添える」
優しさを持つことができます。日々の部活動の練習や行事で経験する仲間や指導者との関係
性、挫折感や葛藤を、自らの努力、仲間との絆で乗り越え、
「やりきって出し切る、勝負の場」
を何度も経験することで、「どうにかする力」が育まれ、自らの力を客観的に知り、自分だけ
でなく仲間の力・可能性を信じ、努力できるようになります。ですから「武」とは文化部・運
動部は関係ありません。本気で何かを目指しているかどうかです。そして「文」とは教養です。
教養とは「知識」を豊かにするだけではなく、
「知識」を活かす実践力「知恵」を身につけるこ
とです。さらに、
「道」とは「倫理観」すなわち「やるべきこと」と「やってはならないこと」
を知り、それをふまえてものごとを考え、判断・行動しようとする姿勢です。これが「信頼さ
れる力」になります。これらを身につけること、すなわち「どうにかする力」
「信頼される力」
を備えることが文武両道の目指すものであり、長崎北陽台生の理想とする人間像です。
私は、人として、最高に幸せな生き方は、
「誰かのために、自分の才能を活かすこと」だと思
っています。みなさんにも、
「自分の才能を活かし、自分が幸せになること」はもちろん、
「人
を安心させ、喜ばせ、幸せにする」ことの大切さと尊さを学んでほしいと思います。
これからも、文武両道に励み、高い協働性と相互理解、それを可能にするコミュニケーショ
ン能力を磨き、
「どうにかする力」と「信頼される力」を持った、世に必要とされる「人財（じ
んざい）
」になれるよう努力してください。
最後に、いよいよ野球部にとっての大舞台「甲子園」を目指した戦いが始まります。この大
会は 100 回記念大会でもあり、
「青い旋風」のエース松尾先輩の始球式から始まります。最後
は後輩の君たちのガッツポーズで締めくくる大会にしてくれることを期待しています。みなさ
ん全力で応援しましょう！
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【男子】２回戦敗退

【女子】１回戦敗退

【男子】団体二次予選敗退
優勝

【女子】団体二次予選敗退

→ 九州大会出場（九州大会１位リーグ準優勝）

【男子】総合第５位
（個人）北九州大会出場者
800m 第１位 1500m 第４位 森 康太朗
（800m では北九州大会で５位入賞となり、インターハイ出場）
三段跳び 第２位 淺田 朋来
3000ｍ 第３位 松永 裕希
400mH 第６位 大林 友矢
４×４００mR 第４位
中尾 友祐・大林 友矢・森 康太朗・道下 倫成
【女子】
（個人）北九州大会進出者
やり投げ 第２位 平松 委穂里
100mH 第５位 三宅 ひかり
【男子】予選リーグ敗退

【女子】予選リーグ敗退

【男子】団体３位
【女子】団体３位 （個人）シングルス 井崎 朱香 ベスト８
【男子】ベスト８

【女子】ベスト８

【男子】優勝（インターハイ・九州大会出場）１４年連続３０回目
【女子】優勝（インターハイ・九州大会出場）１２年ぶり２０回目
【男子】２回戦敗退

【女子】３回戦敗退

卓球

【男子】団体３位

【女子】２回戦敗退

柔道

（個人）８１kg 級 日高善春 ２回戦敗退

バスケットボール

サッカー
ハンドボール
ボクシング

ベスト８
１回戦敗退
ライトウェルター級 草野聡太 第３位

理数科 課題研究発表
６月７日（木）長与町民文化ホールにおいて、第１２回
長崎県理数科高等学校課題研究発表大会が行われました。
本校理数科の柿本さん、田中さん、野寄さんによる「ヨロ
イイソギンチャクは海の砂漠化を食い止める鍵となるのか
～ヨロイイソギンチャクの白化メカニズムの解明を目指し
て～」が最優秀賞を受賞しました。長崎県代表として８月
に佐賀県で行われる第２０回中国・四国・九州大会に出場
します。また、山本さん、渡邉さん、中原さんによる、「ア
ラレタマキビのおんぶ行動の謎に迫る」は優勝賞を受賞し、
同大会のポスター発表部門に出場します。

学年主任より
薬物乱用防止教室

合唱コンクール

６月１４日（木）に体育館
で行われました。今年度は、
長崎税関総務部から白石隆
弘様を講師としてお迎えし、
貴重なお話をいただきまし
た。
【生徒の感想より一部抜粋】

６月１５日（金）に体育館で行われました。今回の合唱コ
ンクールは、創立４０周年記念ということで、担任の先生や
副担任の先生も一緒にステージに上がりました。高総体が終
了してから練習が開始となるので、練習時間は短期間でした
が、どのクラスも練習内容を工夫したり、早朝の時間を有効
活用したりするなど団結して取り組む姿が見られました。最
優秀賞と創立４０周年記念特別賞を受賞したクラスの合唱
は、９月２日（日）に行われる文化祭でも披露されます。

数年前に長崎でも麻薬
所持で逮捕された事件が
あったように、薬物は危険
でありながら身近なもの
なので、これからも気をつ
けていきたいと思います。
麻薬探知犬を始めて実
際に見て、純粋に遊びたい
だけなのにと思い少し悲
しくなりましたが、そうし
ないといけない状況をつ
くっているのは私たちな
ので、私も乱用防止を広め
ていかなければと思いま
した。

【最優秀賞】
３－７ いのちの名前
【優秀賞】
１－１ ほらね、
１－６ 群青
２－７ プレゼント
３－４ はじまり
３－６ 旅立ちのとき～Asian Dream Song～
【努力賞】
２－５ 奏
【選曲賞】
３－３ 春愁
【創立４０周年記念特別賞】
３－１ 一詩人の最後の歌

７月の主な行事予定
６日（金） （代休） ３年校外記述試験
７日（土） 【午前】短縮金曜①～④の授業
【午後】オープンスクールⅠ
８日（日） 全学年校外記述試験
９日（月） 【午前】月曜①～④の授業
【午後】校内競技大会
１０日（火） 校内競技大会
１２日（木） 理数科事前学習・理数科講義
１年普通科 地域ボランティア
１３日（金） 【午前】授業 【午後】三者面談
１４日（土） 全学年土曜自学
１５日（日） 長崎県合唱コンクール
１７日（火）～１９日（木）
【午前】授業 【午後】三者面談
２０日（金） 【午前】授業 【午後】大掃除・終了式
２１日（土） 全学年土曜自学
２２日（日） 長崎県吹奏楽コンクール
九州国立大学合同説明会（長大）
２８日（土） ２年土曜学習会
２９日（日） ２年ハイレベル模試

〔連絡〕
① １年生については、２３日（月）
・３０日（月）
・
３１日（火）は授業（６校時まで実施）とな
ります。また、２４日（火）～２７日（金）の
期間は自学合宿があります。
② ２年生については、2３日（月）～２７日
（金）
・３０日（月）
・３１日（火）は授業
（６校時まで実施）となります。
③ ３年生については、２３日（月）～２７日（金）
は授業（７校時まで実施）となります。また、
２８日（土）～８月３日（金）の期間は自学
合宿があります。
④ ７日（土）に行われる高校野球で勝利した場
合は、１２日（木）に３年生全員と２年生普
通科は応援に行きます。

１学年主任 林 圭介

「１学期期末試験終了」

期末試験も終わり、１学期もそろそろ終了しようとしています。この１学期を振り返ってど
うでしょうか。入学してから早くも、３ヶ月が過ぎていきました。北陽台での生活には随分と
慣れたことでしょう。この間に文理選択という、かなり大きな選択もしてもらいましたが、こ
れを機会に自分の将来について、さらに深く考えることができたと思います。これからどのよ
うな生活を送っていくのか、目標を遠く見つめながら、しっかりと生活していきましょう。
これを書いている今、サッカーのワールドカップの最中で、かなり多くの人がその熱狂の中
にいると思います。スポーツが好きな人は多く、部活動に所属している人もたくさんいます。
運動部、文化部にかかわらず、競技や作品で他の人を魅了するのは、大変素晴らしいことです。
しかし、学業と部活動の両立はなかなか大変で、苦労している人も多いのではないでしょうか。
先輩方も様々な工夫をしながら乗り越えてきていると思います。学業も部活動もどちらも素晴
らしい結果が残せるように、頑張っていきましょう。

２学年主任 下村 かおり

ちょっときれいに

あるホテルのオーナーの話です。
「一流選手が泊まった部屋には共通点があります。それは、部屋がとてもきれいに整えられて
いるところです。部屋を出る時にちゃんときれいに整えるのでしょうね。
」
でも、いつもきれいにしている一流選手でも、
「おや、今日はちらかっているな」という日が
あるそうです。そして、そういう日はなぜか成績がよくないのだとか。
成績が良くなかったから気分がむしゃくしゃして、翌朝、部屋が散らかっていた、というの
ではないのです。身の回りをきれいに整えておくことは、実はとても大事なことのようです。
ちなみに、道具をとても大事にすることで有名なイチローは、
「汚いグラブでプレイしていた
ら、その練習は記憶に残りません。手入れをしたグラブで練習したことは、体に必ず残ります。
記憶が体に残っていきます」と述べています。
ものにも魂が宿っているのでしょうか。 きれいにしてあげることで、手入れをしてあげる
ことで、ものの魂を味方にできるのかもしれません。
机の周りを、毎日過ごしている教室を、今よりちょっときれいにしてみませんか。

３学年主任 池田 裕一

Strange Days

高総体や合唱コンクールも終わり、３年生の皆さんは、いよいよ本格的な受験態勢へと突入
していくこととなります。平日は、通常の授業に加えて、リスニング・放課後自学・放課後学
習会と続いていく日課となり、土日はほぼ毎週自学や模試が実施されます。これからの日々は
これまでの生活とは全く違った日々になることでしょう。今まで、部活動や自分の趣味に多く
の時間を割いていた人にとっては、受験勉強一色に染まってしまう日々は、無味乾燥で面白み
のない日々に思われるかも知れません。
しかし、物は考えようです。自分の時間を、自分の目標の達成のために、100％すべて使う
ことが許されている時期が人生の中でどれくらい存在するでしょうか？社会人になり、家族を
持つようになれば、それはなかなか許されることではなくなってしまうのです。
自分が自分のためだけにがんばることを、周囲が喜び、支えてくれるこの奇妙で幸福な日々
に感謝の気持ちを持って、ひたむきに毎日を送ってほしいと願っています。

