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「スマホの虜」となるなかれ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１日（金） 中間考査時間割発表 

１１日（月） ＰＴＡ評議員会・専門委員会  

１０日（日） ＰＴＡ総会 

１１日（月） 学年ＰＴＡ・学級ＰＴＡ 

１１日（月） 授業公開（３・４限） 

１１日（月） 代休（5/10 分） 

１３日（水） 生徒総会・登校指導（～15 日） 

 

 

校長随想 

校  長 北  浦  剛  資 

1 学年主任 小森 貴 

 

 ７０回生のみなさん、入学おめでとう。今年は、春の嵐に急かされるように桜の花が若々

しい葉桜へと変わった頃に入学式を迎えました。芽吹いたばかりの若葉のように生命力に

溢れたみなさんは、尐しばかりの丌安と大きな希望を胸に島高生活の第一歩を踏み出した

ことでしょう。入学後間もなく始まった雲仙合宿研修では、島高生活で必要な校歌・応援

歌や集団行動のみならず、社会に出てからも求められる礼儀作法、自律の精神も学びまし

た。今後の日常生活の中でも「一所懸命」「向上心」「素直・謙虚・感謝」「時間厳守」

という基本的な態度を持ち続けてください。継続することが自信につながり、自分、仲間、

母校、地域に誇りを持ち大切にできる人間になれると信じています。     

 保護者の皆様には、早朝の弁当作りなどご負担をおかけしていることも多いかと存じま

す。ご家庭ではできるだけ会話の機会を作っていただき、お子様を健康面、精神面で支え

ていただければと思います。私たち学年団も一丸となってお子様の高校生活が充実したも

のとなるよう努力してまいりますので、今後ともご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

湧水抄 

５月の主な行事予定  

島高だより 
平成 2７年４月号 
（通巻第 109 号） 

長崎県立島原高等学校 
編集：研修広報部 

島高生の「Ｓ」は「Ｓcience」のＳ。携帯・スマホの思わぬ落とし穴について考える。 

■文明の利器として 

      携帯電話を利用し始めて１９年になる。父が入退院を繰り返していた頃、茨城県

つくば市で３６日間の中央研修に参加したのがきっかけだった。その翌年、大村の国立病

院に入院していた父の容態が夜中に急変したときも、移動しながら兄弟間で連絡を取り合

ったおかげで、４人とも臨終に立ち会うことができた。文明の利器は、その他にもいろい

ろな面で役に立つことが多い。島原高校でも、昨年から導入した「メール連絡網」は、日

常的なお知らせの他、体育祭実施の有無や台風接近への対応など、緊急事態に際して大き

な力を発揮するものと期待している。  

■「時間泥棒」の犯人!? 

物事には必ず両面があるが、便利さの一方で多くの弊害も指摘されている。「出会い系

サイト」を介した被害が社会問題化し規制法まで出たが、その後も LINE やゲームサイト

を利用した「出会い系」が広まり、いたちごっこを繰り返している。危険が予測されるの

に安易に手を出すなど、よもや島高生にはいないと信じているが、他にも本人が気づいて

いない落とし穴がある。一つが「依存症」。単にネットが好きで長時間ネットを使う段階

から、止めようと思っても止められない、ネットをしていないと丌安でいらいらするなど、

ここまできたら重症で、昼夜逆転や睡眠障害など具体的な症状も出てくる。体格が小さい、

骨がもろい等の身体的な特徴も見られるという。もう一つは「時間泥棒」。誰もがおかし

いと思いながら LINE のトークが際限なく続く状況は明らかに時間の浪費だし、暇だから

と無意識にスマホを手に取るのも、自分と向き合い自分の頭で考える時間を奪ってしまっ

ている。他にも学習や睡眠、家族との会話などに充てられるべき時間が奪われていること

に気づいていない。まさにミヒャエル・エンデの名作『モモ』の世界である。「スマホの

虜」となるなかれ。 

主な部活動実績   

剣 道 部 
 
第 44 回 魁星旗争奪 

全国高校勝抜剣道大会 男子 準優勝 

                           

第 3１回 魁星旗争奪 

全国高校女子剣道大会 女子 優 勝 

                        
 

新入生代表挨拶 

新入生代表宣誓 

 

平成 26 年度全国高等学校剣道選抜大会 

男子 第 3 位  

女子 第３位 

 

優秀選手：鶴浜 貴志 

優秀選手：藤崎 薫子 

 １４日（木） 中間考査（２・３年） 

１５日（金） 中間考査（全学年） 

２５日（月） 短縮 40 分授業（～29 日） 

２７日（水） 応援練習（～29 日） 

２７日（水） 教育実習（3 週間～6/16） 

２８日（木） 火曜日の授業  
 
 6/1 （月） 早朝補習中断（～6/10） 

6/3 （水） 県高総体壮行会 

6/5 （金） 県高総体総合開会式（佐世保） 
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卒業生数 231 名（男子 120 名 女子 111 名） ※過年度卒は把握分のみ 

 

【短評】 

 在籍 231 名中、センター試験に 203 名（87.9％）出願、実受験 144 名、2 次出

願 126 名、前期受験 117 名、中期受験７名、後期受験 27 名。合格状況は上表のと

おりである。 

高校３年間の学習や部活動等における実績 ・努力の成果を利用した推薦入試（ｾﾝﾀｰ

付きを含む）の国公立大学合格者は、21 名であった。 

67 回生も先輩同様、学習と部活動との両立によく努め、休日返上での自学や夏季学

習合宿、センター試験前後の夜間学習会等に多数の生徒が積極的に参加し、お互い切

磋琢磨しながらの熱気あふれる学習を続けて、３月 12 日の後期試験まで諦めず真摯

に取り組んでくれた。 

現役生としては９年ぶりの東大合格。過年度生についても東大、阪大などに合格。

また、短大や専門学校経由などで国公立大学３年次への編入を果たしたものも 10 数名。 
 
【現役生の主な国公立大学合格者数】     
 東北大１    筑波大１    東京大１（理Ⅰ類） 横浜国立大１  広島大２（歯１） 
 九州大５   福岡教育大５  佐賀大８      長崎大 24   熊本大 11（薬１） 
 大分大５   宮崎大５    鹿児島大 11（歯１） 鹿屋体育大１  琉球大１     
大阪市立大１ 福岡女子大１  長崎県立大４    熊本県立大４  宮崎県立看護大１

        
【現役生の主な私立大学合格者数】      
 青山学院大１  中央大４  東京理科大１ 日本大２  法政大１      明治大３ 
立教大２     同志社大４ 立命館大 10  関西大５   関西学院大１  西南学院大 15 

 中村学園大４  福岡大 26 長崎純心大 24 崇城大 14 九州看護福祉大７ 
熊本保健科学大４        

        
【過年度生の主な合格校】   
  東京大１（理Ⅱ類） 大阪大１  熊本大１         鹿児島大３ 
  慶応大１（薬）   早稲田大１ 東京理科大１（薬） 関西大１  福岡大３ 
  防衛大学校１        
        
【過年度生の国公立大３年次への編入】       
  和歌山大１  神戸大１   岡山大１ 広島大２ 佐賀大１ 長崎大１  鹿児島大１  
  大阪市立大１ 下関市立大１      
  

進路指導主事 吉田英雄 

27年3月卒 過年度卒 合計
国立大学 92 6 98
公立大学 20 20
国公立大学計 112 6 118
大学校 1 1 2
私立大学 208 10 218
短期大学 8 1 9
医療系専門学校 30 30
各種専門学校 10 10
公務員 2 2
自衛隊 0
一般就職・自営 0

【現役生の進路決定先数】      
国立大学 84 名 公立大学 15 名 私立大学 87 名 短期大学７ 
医療系専門学校 19 名 各種専門学校 10 名 公務員２名 

先生方にお願いしたアンケートの中から、①教科等、②趣味・特技、③アピール 

ポイント等をご紹介します。 
 

石山 雅晴 （いしやま まさはる） 
①教頭（国語） ②ドライブ ③幼稚園から中学校（一中）まで島原に住んでいました。約 40

年ぶりに島高に入学でき、嬉しく思っています。 

寺井 邦久 （てらい くにひさ） 

 ①地学、化学 ②山歩き、天気予報 ③１８年ぶりに島原高校に戻ってきました。雲仙火山に

魅せられて、休みの日はよく登っています。 

谷口 英明 （たにぐち ひであき） 

 ①美術 ②釣り ③日展の会友で東京上野森美術館に作品を買い上げ収蔵されている／安田火 

災美術財団奨励賞を受賞している／フランス・パリ吉井画廊で作品展・個展は１４回。 

森山 英文 （もりやま ひでふみ） 

 ①英語 ②野球観戦（阪神ファン） ③生まれは島原市です。小 1 まで島原でした。まだ分か

らないことだらけですが、全力で頑張りますので、よろしくお願いします。 

小佐々慎也 （こさざ しんや） 

 ①数学 ②休日に子どもと遊ぶこと ③小さな学校から来ましたので、まずは生徒の名前をし

っかり覚えられるように頑張ります。 

川口 恭子 （かわぐち きょうこ） 

 ①英語 ②読書、海外ＴＶドラマ ③とにかく健康なのが取り柄です。そそっかしく小さなケ

ガをすることがありますが、大病をしたことがありません。丈夫な心と体で頑張って参ります。 

志水 法子 （しみず のりこ） 

①生物 ②旅行 ③生徒のみなさんの笑顔を見ることで癒されています。頑張ります。 

吉川  薫 （よしかわ かおる） 

 ①日本史 ②高校時代、剣道部でした。早起きも得意です。 ③ジャージが派手です。 

城田 紗希 （しろた さき） 

 ①音楽 ②温泉めぐり ③話し声は低いですが、歌声は高いです。母校で働くことができ、と

ても嬉しいです。頑張ります。 

松永 朊子 （まつなが ともこ） 

①事務 ②読書とスポーツ観戦（長男のバスケの応援） ③人も食べ物も好き嫌いがあまりないこと。 

原  一樹 （はら かずき） 

①事務 ②スポーツ観戦 ③V ファーレン長崎のホームゲームで運営スタッフ（ボランティア）をし 

ています。 

竹村 明子 （たけむら あきこ） 

①事務 ②コーラス、ガーデニング、手芸、スポーツ観戦（短時間で勝負のつくもの） ③昔から 

雑用が大好きで雑用が天職だと思っています。 

永石 美智 （ながいし みち） 

①スポーツ専門員・レスリング ②レスリング、お菓子作り ③レスリング部の競技力向上の 

ために指導を頑張り、また自分も各大会での上位入賞を目指し努力していきたいと思います。 

 


