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10 月 29 日（水）午後、芸術鑑賞会を島原文化会館大ホールで開催しました。
「学校寄席 一龍斎貞水 “立体怪談”」
第１部 講談・講談入門 一龍斎貞橘
第２部 立体怪談 一龍斎貞水（講談師として唯一の人間国宝）

湧水抄

「言い訳をしない生き方」を目指す
校長

北浦

剛資

島 高 生 の 「 Ｓ 」 は 「 Ｓcience」 の Ｓ 。 言 い 訳 を す る 生 き 方 の 罪 に つ い て 考 え て み た い 。
■「言い訳」は既に後ろ向き
一日を振り返ってみよう。起床＝なぜもっと早く起きられないのか→「昨夜遅く友達からメール
があり、返信してたら遅くなったから」、通学＝バスで老人がそばに立っているのに、なぜ席を譲
らないのか→「頼まれもしなかったし、声を掛けるのが恥ずかしかったから」、授業＝なぜ課題を
してこなかったのか→「部活動で疲れて、いつのまにか寝てしまっていたから」、部活動＝なぜも
っと声を出さないのか→「昨日から風邪気味で、のどが痛いから」、夕食＝なぜ野菜を残さず食べ
ないのか→「臭いが嫌だし、面倒臭いから」…、まあ次から次にさまざまな場面でいろいろな言い
訳が出てくるものである。「転ばぬ先の杖」でもあるまいが失敗する前から言い訳を用意している

第１部では軽妙な語り口の講談入門に笑いが絶えませんで
したが、第２部の大がかりな仕掛けありの怪談には、生徒
たちも震え上がり、あちこちで悲鳴が上がるほどでした。
日本の伝統芸能、講談の面白さにどっぷりと浸かったひとときでした。
【生徒感想より】
・第一部では涙が出るほど笑った。テレビのように映像も何もないのにこんなに面白い
なんてすごい、と思った。面白おかしい例で講談と落語の違いもわかりやすく説明して
もらって、勉強になった。〈２年生男子〉
・貞水さん自身はとても面白そうな人だったが、怪談が始まると、途中から怖くて怖く
てたまらず、ずっと隣の友だちにしがみついて聞いていた。本当に怖かった。ほかにも
講談を聞ける機会があれば、聞いてみたいと思った。〈１ 年生女子〉

輩もいる。ところで、言い訳って何だろう？言い換えると「自己弁護」、自分の苦手や失敗を言い
繕って正当化する行為。正当化してみたところで、失敗は覆らない。それどころか、言い繕う姿は
みっともないし、かっこ悪い。言い訳は、既に気持ちが後ろ向きになっていることの表れである。
■「失敗を恐れるな」
「ヒューマンエラー」という言葉がある。人間の注意力には限界があり、どんなに注意深い慎重
な人でも、疲れや錯覚などからエラーを起こすことをいう。人間は本来失敗する動物である。言い

『高齢者の尊厳を守り、誰もが自分らしく生きられる社会を作るためには…？』

訳をすると、自分に逃げ道を作ってしまうことになる。時には逃げることも必要だが、逃げるばか
りでは成長しない。自分の弱点を知り改善できるチャンスを逃しているからだ。失敗することは当
然と考え、自分の失敗を率直に振り返り、その原因がどこにあったのか、どうすれば同じ失敗を繰

１１月５日（水）７校時、世代の異なる者との交流を通じ、様々な立場の人々が絆や
生きがいを感じていく様子を描いたアニメーション「夢の続き」を鑑賞しました。

り返さないのか、謙虚に反省するところから成長が始まる。「失敗を恐れるな、しかし同じ失敗を
繰り返すな。」そのためには先ず、言い訳をしない習慣をしっかり身につけることだ。

１２月

行事予定

１５日（月） 美化強化週間（～１９日）
期末考査（～４日 １年）
三者面談（～２６日 １年）
三者面談（～１０日 ３年）
２０日（土） 県一斉実力考査（１・２年）
２日（火）
修学旅行（～５日 ２年）
センタープレ（～２１日 ３年）
６日（土）
土曜講座・小論文模試（１年）
２１日（日） 長崎総合科学大シンポジウム
全統Ｍ模試（～７日 ３年）
８日（月）
１９時完全下校徹底週間（～１２日） ２３日（火） 冬季補習（全学年）
歳末助け合い募金（校内 ～１２日） ２４日（水） 終了式・大掃除
２５日（木） 冬季補習（～２７日 全学年）
夜間学習会（～１９日 ３年）
９日（火）
歳末助け合い募金（街頭 ～１０日） ２８日（日） センタープレテスト
（３年 ～２９日）
地学セミナー（理数科１年）
３１日（水） 閉館
１０日（水） 登校指導（～１２日）
来たる！平成２７年元旦
１３日（土） 土曜講座（全学年）
１日（月）
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【生徒感想より】
社会の中では高齢者の立場は弱くなりがちだ。特に認知症の患者はそうである。しか
し，今は記憶力が低下し，身の回りのことができなくなった高齢者も，若い頃は精一杯
社会に尽くしてきた人ばかりであり，年をとったからといって人間としての価値がなく
なる訳ではない。
今回の VTR を見て，私は最近祖父母との会話が尐なくなっているのではないかとド
キッとした。同じ屋根の下で暮らしているのに，毎日忙しく，ゆっくりと会話をする機
会もない。だが，家に帰れば，祖母がつくってくれた温かい食事があり，祖父が干して
くれた布団でぐっすりと眠れる。 自分が気づかないところで沢山
世話になっていることに気づいた。祖父母も本当は自分ともっと
話がしたいのかもしれない。私のことを気遣ってくれているとい
うだけで私の視点は止まっていたが，その裏にはただ気遣ってく
れているだけではなく，本当はもっと話がしたいと思ってくれて
いるのかもしれない。そう思うと込み上げてくるものがあった 。
今のこの気持ちを大切にしたいと思う。

携帯用サイト http://www.shimabara-h.ed.jp/k/
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１１月１７日（月）に島原半島の地形や自然に触れ、科学的なものの見方や考え方、
島原半島の魅力を知ることを目的に理数科１年の４２名が下記の行程で巡検を行いました。
■講

師

寺井

邦久

先生（諫早青尐年自然の家職員）

■行

程

垂木台地→大野木場小学校→龍石海岸→原城跡→口之津公園（昼食）
→早崎海岸→津波見海岸両子岩

【生徒感想】
日頃，普通に通っていた道が，本当は断層を越えていたり，島原半島にある断層は 150ｍも沈んで
できていたりと，初めて聞くことが多く大変驚いた。雲仙普賢岳の噴火の爪痕が今でも残っていると
いうことに衝撃を受けました。大野木場小学校では残っていた遊具から火砕流が来た方向がわかった
り，火砕流に巻き込まれても校長室の金庫が無事だったという話を聞いてびっくりした。また隣の熊
本県の阿蘇山噴火の火砕流が海を渡って来ているという話には想像を掻き立てられた。本物を目の前
にして，触れてみながら，様々な話を聞くことで普段教室では得られない感動があり，中学校の頃に
行った巡検とは全く違う驚きがたくさんあり，とてもよかった。津波見海岸で「オパールが見つかる
かも」と皆でがんばって探したけれど，見つけら れなかった。が、とても貴重な体験ができたと思う。

「高校生さわやか運動」

【剣道部】
平成２６年度長崎県高等学校新人体育大会 剣道競技
男子団体
優 勝
女子団体
優 勝
男子個人
優 勝
藤野 聖那
第３位
藤川 航平
女子個人
優 勝
藤﨑 薫子
準優勝
竹中 美帆
第３位
中西 蓮詩
堤 麻衣子
【レスリング部】
平成２６年度長崎県高等学校新人体育大会
レスリング競技
団体戦の部 優 勝
個人戦の部
50kg 級
優 勝
金子 功誠
60kg 級
喜多 豊和
74kg 級
岩永 昴樹
84kg 級
濱本 大徳
120kg 級
宮田 大輝
60kg 級
準優勝
吉田 薫平
66kg 級
石橋 智啓
84kg 級
峯
正隆
84kg 級
第３位
竹内 裕哉
【体操部】
平成２６年度長崎県高等学校新人体育大会
女子団体の部 第３位
男子団体の部 第３位

主 な部 活 動 実 績 など
【放送部】
第３６回九州高校放送コンテスト長崎県大会
朗読部門
優良賞
吉永 龍朗
第３６回九州高校放送コンテスト県央地区大会
朗読部門
優秀賞
吉永 龍朗
佐藤 優翔
酒井 彩希
アナウンス部門 優秀賞
緒方 健人
松﨑 有希子
【理数科】
第３回島原半島ジオパーク研究発表大会
優秀賞
「島原市における湧水の水質について」
研究奨励賞 「垂木台地の植生調査」

体操競技

【弓道部】
第３３回全国高等学校弓道選抜大会長崎県予選大会
男子団体の部 優 勝
1 月に行われる全国選抜大会に出場します！

■「高校生さわやか運動」の一環として、
ゴミの分別・朝のあいさつ運動を行っています。

■１１月１９日～２１日、 「部活動生支援学習会」 を行

美化やマナーへの意識をいっそう高め、地域の

いました。
部活も学習も頑張れる環境を目指しています。生徒た

方々から愛される島高生になってほしいと思います。

ちも夜遅くまで先生に質問をしていました。
■受験を控えた３年生も、１１月１０日～１４日、 「第
■また、生徒会では 10 月から毎月１週間を「ペ

1 回夜間学習会」で遅くまで残って勉強に励みました。

ト＊プル＊ウィーク」として、ペットボトルの
蓋やプルタブの回収ボランティアを実施してい

保護者の皆様には、ご理解とご協力を賜り感謝致します。

ます。ご協力をよろしくお願いいたします！

がんばれ！ 寒さと自分に負けるな、島高生！！
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