
５月１５日（土）のＰＴＡ総会は、令和２年度の会

務並びに決算報告、令和元年度の会務計画並びに予算

審議など、書面での承認となりました。ご提出、あり

がとうございました。また、学年PTA・学級懇談会も中

止にせざるを得ない状況になりましたが、気づきなど

何かありましたらご連絡ください。今後とも、引き続

き長崎北陽台高校を宜しくお願いします。 

 

校内理数科課題研究発表大会 ～県大会出場班決定！！～ 

６月の主な予定 PTA総会、紙面決議書の提出、ありがとうございました。 

【お知らせ】校内合唱コンクール中止のお知らせ 

生徒総会(令和元年度前期) ～自分たちで学校を作る～ 
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校内理数科課題研究発表大会（４月２０日（火）実施）の審査が終了し、
表彰式が行われました。最優秀賞に『マツバクラゲの群体制ポリプの発見
とその生活環について』、優秀賞に『バイオマス発電～うんちで発電でき
るのか～』、『不快音について』の班が選ばれました。 
上記の２班は６月１６日(水）に長与町民文化ホールで開催される県大会

の口頭発表の部に出場します。ここで県代表に推薦されると、中国・四国・
九州大会（福岡大会）に出場することになります。上位大会出場を目指し
て、ただいまプレゼンテーションの練習中です。 
 
 
 

 

 ５月１３日(木)に生徒総会を実施しました。感染予防のため、全校集会の形でなく、オンラインで各クラス

に放送での実施形態でした。 

昨年度の生徒会活動及び決算・会計報告、今年度の活動計画や予算の審議、各専門委員長による所信表明な

どを行いました。また、公衆電話の設置、携帯電話の持ち込みについて挙がっていた問題点の解決策を考え、

内容の再確認と今後の方針が示されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２日（水） 高総体 壮行式 

４日（金） 高総体 開会式（長崎市）中止 

５日（土） 高総体 ～１１日（金） 

高総体出場選手等以外の生徒は、 

 ６/５(土)・６/６(日)は、午前中登校 

８日（火） 高総体 ４日目 代休(６/６) 

１０日（木） 放課後自学開始（３年） 

１２日（土） 校外マーク模試（３年） 

土曜自学（１・２年） 

G-TEC（２､３年希望者） 

１５日（火） 理数科ガイダンス（１年理数科） 

２１日（月） 試験時間割発表 

２４日（木） 生徒会役員選挙 

２８日（月） １学期期末試験 ～７月１日（木） 

 

 

A Word That Wowed Me 

教頭 濱栗啓吾 

 ４月に赴任しました濱栗と申します。よろしくお願いします。 

 ５月１５日、平年より約２０日も早く九州北部が梅雨入りした。統計開始以来２番目の早さというこ

と。梅雨明けもその分平年より早くなるのだろうか。ちなみに昨年は平年より梅雨入りが早く明けるの

が遅かったため、降水量の平年比は１９５％だったそう…などといったことを考えたり調べたりしてい

るうちに、この「平年」という語が私の「網
あみ

」に引っかかった。「例年」と異なるのはわかる。しかし、

改めて調べてみると、観測を始めて以来（いつから観測が始まったのか知りもしないのに）の平均値な

んだろうと思い込んでいたことに気づかされた。気象庁によると、西暦年の１の位が１の年から続く３

０年間の平均値をもって平年値とするそうだ。つまり、耳にした「平年」は1981年から2010年の観測

値の平均値ということになる。その瞬間頭の中で “Wow!” がこだました。しかも今年はその「平年値」

の更新の年にあたり（“Wow!”）、５月１９日から1991年から2020年の観測値による新しい平年値が使

われる（“Wow!”）。天気予報や気象情報における「平年」という言葉が、その意味を変えているのに、

まるで何事もなかったかのように形は変らずに、これからも毎日耳にするのである。５月１９日当日、

いつもどおり朝の情報番組を聞きながら仕事へ出る準備をしていると、その
・ ・

時
・

が来た。聞こえてきた途

端なんだかクラクラするような感覚にとらわれた。いつもは気にも留めなかった言葉なのに。 

 私たちが生きているこの世の中はともすれば見過ごしてしまうような大小様々な“Wow”にあふれてい

る。見過ごしているからといって毎日の生活に困ることはないであろうが、いったん気づくと驚きや感

動を覚え、何だかクラクラしたり、さらなる好奇心が芽生えるものだ。 

そのためになすべきことは「網」を張ることだ。破れないほど強く、逃さないほど目の細かい網を。 

強さは集中力、目の細かさは思考力のことと捉えてもよい。授業中、部活動中、登下校中などなど、「網」

を張る。初めのうちは弱く粗いものでもいい。集中していれば必ず何かが引っかかる。それに対して「な

ぜ」と問い続けることでやがて自分だけの立派な「網」になる。何も引っかからないなら、例えると「授

業がわからない」など物事がうまくいかないような時は、自分の思い込みを疑ってみるのも一つの手だ。 

どうか長崎北陽台生諸君には「常識」にとらわれず自由（freeではなく liberal）に学び続けてほしい。

考えれば考えるほどわからないことも増えていく。しかし、まさにその時が「網」が強くなっている時

なのだ。 

Question: 表題、第一段落、第二段落でそれぞれ用いられている “Wow”の品詞は何でしょう。 

わからない時は君たちの英語の先生に尋ねてみてください。申し遅れましたが私も英語教師です。 

 

 ６月１８日(金)に校内合唱コンクールが実施予定で

したが、コロナウイルス感染拡大防止のため、残念な

がら昨年度に続き中止となりました。 

 開校以来続く本校の伝統行事で、１年生から３年生

までの全クラスが限られた短い時間で協力して合唱を

仕上げ素晴らしい歌声が聞ける予定でした。 

期待していた保護者の方もいらっしゃったと思いま

すが、どうぞご理解のほどよろしくお願いします。 

 



各学年より 令和３年度(第７１回) 県高総体試合日程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応援よろしくお願いします。 

 

 １学期中間試験終了       １学年主任 林 圭介 

 

 先日、１８日・１９日で１学期中間試験が終了しました。結果はどうだったでしょうか。まだ初めて

の定期試験で、それほど学習も進んでいませんでした。科目数が少なく試験範囲も狭いので、準備もし

やすかったと思います。しかし、思ったように点数が取れなかった人は、学習のやり方などを反省し、

改善していってください。 

 高総体が近まり、授業が４５分に短縮されます。部活動が大変になってくる人も多いと思いますが、

学習に対する意識はしっかりと持ち続けてください。６月２８日からは、１学期期末試験が予定されて

います。今回の反省を十分に生かし、学力を少しでも高められる学習のしかたを工夫してください。ま

だまだ始まったばかりです。勢いをつけていきましょう。 

 

 

 

一人ひとりの意識を高めよう   ２学年主任 下村かおり 

  

 昨年の５月には、まさか１年後もコロナ禍でこのように社会全体が影響を受けている状況が続いてい

るとは思っていませんでした。ワクチン接種が進んでいるとはいえ、まずは毎日ホームルームで指導が

行われているように、私たち一人ひとりが感染予防に対する意識を高める必要があることは言うまでも

ありません。暗いニュースばかりが目につく日々ですが、ある世論調査によると、家族との絆が深まっ

た、自身の健康面に気を遣うようになった、などといった意見も意外とあるようです。自由な時間が増

えた、将来について考えるきっかけが作れた、という回答もあり、前向きな気持ちで何とか現状を乗り

越えていけたらと思います。英単語のMay（５月）は、ローマ神話で豊饒の女神を表す語に由来してい

ます。近い将来に豊かな実りを実感できるよう、今を大切に過ごしていきましょう。 

 

 

                     最後の高総体     ３学年主任  守 慶直 

 

 ３年生にとって最後の高総体の日が近づいてきました。５月中旬から、休日は練習することができませんでし

たが、あと数日できる限りの準備をし、この大会にかける強い想いとこれまでの練習の成果を精一杯出し切り、

一つでも多く勝ち進んでくれることを願っています。また、開催はされますが、一昨年度とは異なり無観客での

実施となります。残念ながら応援の生徒は会場に直接出向いて声援を送ることはできませんが、普段共に過ご

す仲間の活躍を祈りましょう。  

 高総体が終われば放課後自学など受験に向けての取り組みが始まります。運動部の生徒の中にも、もうすで

に意識を高く持ち、学習に取り組んでいる人も見られます。限られた時間を大切に、切磋琢磨して高め合いま

しょう。 

 

部　　名 ６月５日（土） ６月６日（日） ６月７日（月） ６月８日（火）以降

長崎北陽台高校体育館　 長崎北陽台高校体育館 決勝リーグ 決勝リーグ

１回戦VＳ九州文化学園　11：10～ ３回戦　１１：４０～

2回戦VS長崎明誠　１４：３０～ 準々決勝　１５：００～

長崎北陽台高校体育館 長崎北陽台高校体育館 決勝リーグ 決勝リーグ

２回戦　日大・佐商勝者　１２：５０～ ３回戦　１０：００～

準々決勝　１３：２０～

長崎市総合運動公園かきどまり庭球場 長崎市総合運動公園かきどまり庭球場 長崎市総合運動公園かきどまり庭球場 長崎市総合運動公園かきどまり庭球場

2回戦VS大工・諌早勝者　１０：３０～ 団体戦　準決勝　１０：００～　決勝 シングルス　3回戦～準々決勝 シングルス　準決勝・決勝

準々決勝 ダブルス　3回戦～準々決勝 ダブルス　準決勝・決勝

個人戦ダブルス　～2回戦 個人戦シングルス　～2回戦

長崎市総合運動公園かきどまり庭球場 長崎市総合運動公園かきどまり庭球場 長崎市総合運動公園かきどまり庭球場 長崎市総合運動公園かきどまり庭球場

2回戦VS島原・諌早商業勝者　１０：３０～ 団体戦　準決勝　１０：００～　決勝 シングルス　3回戦～準々決勝 シングルス　準決勝・決勝

準々決勝 ダブルス　3回戦～準々決勝 ダブルス　準決勝・決勝

個人戦ダブルス　～2回戦 個人戦シングルス　～2回戦

小江原射撃場

ビームライフル女子個人戦　１０：３０～

長崎市民総合プール 長崎市民総合プール

女子200ｍ平泳ぎ予選　１０：５７～ 女子１00ｍ平泳ぎ予選　１０：５３～

女子50ｍ自由形予選　１２：０６～ 女子１00ｍ自由形予選　１１：３６～

トランスコスモススタジアム長崎 トランスコスモススタジアム長崎 トランスコスモススタジアム長崎 トランスコスモススタジアム長崎

陸上競技場 陸上競技場 陸上競技場 陸上競技場

男子八種100ｍ予選　9:30～ 男子100ｍ予選　9:30～ 男子200ｍ予選　10:00～ 男子110mH予選　10:00～

大村市体育文化センター 大村市体育文化センター 大村市体育文化センター 大村市体育文化センター

男子団体2回戦VS佐世保南 団体準決勝～決勝　 男女ダブルス 男女シングルス　

女子団体２回戦VS佐世保西 男女シングルス　

諌早市小野体育館 諌早市小野体育館 諌早市小野体育館

男女個人戦 男子団体予選リーグVS対馬・西陵 男女決勝リーグ

女子団体予選リーグVS日大・青雲

大村城南高等学校弓道場 大村城南高等学校弓道場

男子団体予選　立順１１ 男女決勝リーグ　

大村城南高等学校弓道場 大村城南高等学校弓道場

女子団体予選　立順２ 男女決勝リーグ　

県営放虎原ラグビー場

準々決勝　１０：３０～

6/9　準決勝　１１：００～

6/11　決勝　１１：００～（かきどまり）

島原復興アリーナ 島原復興アリーナ

１回戦VS上対馬　１０：００～ 3回戦

2回戦VS大村工業　１２：２０～

島原復興アリーナ 島原復興アリーナ

１回戦VＳ諌早農業　１０：００～ 3回戦

２回戦VS聖和　１２：２０～

雲仙山系 雲仙山系

S・G　田代原キャンプ場 S：橘神社　G：田代原キャンプ場

小佐々中央公園 小佐々中央公園 小佐々中央公園 平戸市総合運動公園

1回戦VS清峰　１５：００～ ２回戦　諌早商業・長崎明誠勝者 ３回戦　１４：００～ 準々決勝　１２：００～

　　　　１４：００～

佐世保市体育文化館 佐世保市体育文化館 佐世保市体育文化館

１回戦VS長崎北　１４：００～ ２回戦VS長崎工業　１２：３０～ 決勝　１２：００～

準決勝　１６：４５～

佐世保南高等学校体育館 佐世保北高校体育館・佐世保南高校体育館 東部スポーツ広場・佐世保南校体育館 東部スポーツ広場

1回戦VS日大 団体決勝 個人シングルス 個人シングルス

2回戦VS長崎北・佐世保西勝者 個人ダブルス　 個人ダブルス

準々決勝

東部スポーツ広場 東部スポーツ広場・佐世保東翔高校体育館 東部スポーツ広場・佐世保東翔高校体育館 東部スポーツ広場

1回戦VS鎮西 団体決勝 個人シングルス 個人シングルス

2回戦VS瓊浦・佐世保西勝者 個人ダブルス　 個人ダブルス

準々決勝
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