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 愚 直 に 、 ま っ す ぐ に 

 
                                  

島高生の「Ｓ」は「Stoic」のＳ。正直・一途に積み重ねられたものは、尊い。 

     ■『まつかぜ』と『湧水抄』 

     「継続は力なり」とはよく聞く言葉だが、いざ続けるとなるとなかなか難しい。

だから警句として成立するのだろうが、我々凡人には手が届きにくい領域ではある。

教員生活３７年間で、 継続できたものと言えば、松浦高校４年間で発行

校長通信『まつかぜ 号と、 ４年間、島高 巻頭言

のＳ」シリーズで 48 回書き続けた校長随想『湧水抄』である。『まつかぜ』は、

A4 判裏表、不定期に月 2、3 回発行、時宜に適いスピード愜 人に頼みに

くい 記事 写真 編集 一人で行 特に写真 ポケットに常にデジ

カメを忍ばせ、学校行事や校内の何気ない光景を撮り続けた。折しも校舎改築の最中

で、旧校舎の解体から新校舎の完成までつぶさに記録した。時には早朝に、工事途中

の新校舎内まで立ち入って撮影し、50 回以上にわたり「校舎改築」シリーズを連載

した。嬉しかったのは、放送部員が取材してくれ、この校長通信の取組を「風を届け

に」の題でラジオ番組にしてくれたことだ。 

■ぶれずに、ひたすらに 

『湧水抄』の３つのＳ 当初、目指すテーマ「品格ある島高生 具現

化するための解説のつもりだったが、重ねるうちに、教育観や学力観、人生観や言葉

に対する考え、さらには母校愛や敀郷への思いなど、しだいに広がりを見せ、書くこ

と自体が面白く、まるでライフワークとして書いているような気分になってきた。と

言っても内容的には自己満足の域を出るものではなく、拙劣ながらも４年間休まず続

けてきたことを評価していただければ有り難い。それはさておき、この世の中、簡単

で見栄えがよいものがもてはやされるが、自己の信念に基づき、ぶれずにひたすら愚

直に、そしてまっすぐに進む姿は、本物の強さと気高さを湛えている。 

島高だより 

平成２８年３月号 

(通巻 120 号) 

長崎県立島原高等学校 

編集：研修広報部 

校 長 北 浦 剛 資 

校長随想 湧水抄 

【剣道部】 

 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】 

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 体操競技 
女子団体の部 第３位                         
男子団体の部 第３位    

                
【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！  

 

 
【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  
朗読部門  優秀賞  吉永 龍朗          

                佐藤 優翔                     
            酒井 彩希                   

 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                    
研究奨励賞 「垂木台地の植生調査」  

 

 
【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  
朗読部門  優秀賞  吉永 龍朗          

                佐藤 優翔                     
            酒井 彩希                   

 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                    
研究奨励賞 「垂木台地の植生調査」  

 

 
６日(水)入学予定者オリエンテーション 

    登校自学・課題点検(２・３年) 

７日(木)新２・３年生クラス発表 

登校自学・課題点検(２・３年) 

８日(金)

11 日(月)新入生テスト 
    校 内 模 試(３年～12 日) 
    校内実力ﾃｽﾄ(２年～12 日) 
   *ＰＴＡ学級・地区役員投票用紙を配付 

    します。ご協力お願いいたします。 

 

12 日(火)学級役員任命式・容儀指導 

    雲仙合宿ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ(１年) 

13 日(水)理数科対面式 

14 日(木)早朝補習開始(２・３年) 

16 日(土)スタディーサポート(１年) 

18 日(月)雲仙合宿研修(１年～21 日) 

    学級合宿研修（２年～27 日）*ｸﾗｽ毎 

25 日(月)早朝補習開始 心電図検査 

    登校指導(～24 日) 

27 日(水)スマホ安全講話(LHR) 

28 日(木)歓迎遠足

 

 

2 月 29 日（月）に同窓会入会式、3 月 1 日（火）に第 6８回卒業証書授与式を挙行し、 

高校生活でのたくさんの思い出を胸に、普通科 198 名・理数科 38 名、計 236 名が本校

を巣立ちました。 

様々な行事で活躍、とりわけ高総体では優勝旗４本を持ち帰り、後輩たちに進むべき

道を示してきてくれた 6８回生。これからはそれぞれ別々の道を歩むことになりますが、

みなさんがこの３年間で培った「島高魂」と「ゆめ実現」の精神を胸に、「大きく色鮮

やかな輝きを放つ楓」となり、輝かしい未来を切り拓いてくれることを期待します。  
 

 

男子団体  第３位 

剣道部 

３年６組  坂本 和隆 

 

平成 27 年度 長崎県高等学校 文化連盟表彰 

卒業生顕彰 吉永 龍朗（放送部） 

平成 27 年度 長崎県高等学校 体育連盟表彰 
 

一般表彰団体 剣道部男子   
剣道部女子 

 
一般表彰個人 竹中 美帆（剣道部 女子） 

松﨑賢士郎（剣道部 男子） 
 

卒業生顕彰  德永 香子（陸上競技部） 

主な部活動実績等 

卒業生代表答辞 

黒川大樹くん 

在校生代表送辞 

野口雅弘くん 卒業証書授与 

詩 部 門 最優秀賞 田浦 裕理  

     優秀賞  三宅 史隠 

随筆部門 奨励賞  宅島 彩 

          寺田 優衣 
  

俳句部門 最優秀賞 横田 健太郎  

     優秀賞  八木 万悠子 

     奨励賞  永吉 来春 

放送部 

「たらみ図書館放送コンテスト」

第 14 回長崎県中地区放送コンテスト 

アナウンス部門 優秀賞 櫨本 莉里花 

朗読部門    優秀賞 坂田 美穂 

            中村 蓮実 

男子団体の部    第２位  

女子団体の部    第３位  

男子２年生個人の部 第３位 橋本 晃希 

弓道部 
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3 月 17 日（木）、2 学年理数科の生徒による「課題研究発表会」を実施しました。課題

研究は理数科２年生が数人ずつの小グループに分かれて、それぞれ興味のある分野の研究を

１年間かけて進めるものです。今年度は１２班に分かれて研究が行われ、それぞれの班が工

夫をしてプレゼンテーションソフトを用いた口頭発表と、ポスターを展示して行うポスター

発表の両方を行いました。最優秀賞には地学分野『台風 15 号の目は島原半島を通過したか』

班が選ばれ、優秀賞の『島原温泉を利用した化学電池の考察』班とともに、６月の長崎県理

数科高等学校課題研究発表大会で口頭発表を行います。 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入賞者の表彰 

 

選手宣誓 

 

３月 16 日（水）、平成 28 年度入学の合格者発表が行われ、
普通科 200 名、理数科 40 名、計 240 名が合格となりました。
９時半の合格者番号掲示と同時に一斉に駆け寄り、自分の受験番
号を見つけると、友人や保護者と大喜びする姿がたくさん見受け
られました。
 ４月に島高第７１回生として皆さんをお迎えすることを楽し
みにしています。 

進路指導主事 吉田 英雄 
 
今年度の卒業生【第６８回生】の合格状況を報告いたします【３月２２日（火）現在】。 
最終的な結果や分析については、次号掲載予定です。  
 
○大  学  国立大８５名 公立大２１名  私立大２０３名 
○準 大 学  ２名         
○短  大  私立短大８名 
○専門学校  医療系専門学校１９名 その他の専門学校１０名 
○就  職  ２名 

主な合格校  

〈国立大学〉  
筑波大１名 電気通信大１名 名古屋大１名 三重大１名 大阪大３名 鳥取大３名 
島根大１名 広島大２名 山口大７名 香川大１名 九州大４名 九州工業大１名 
福岡教育大４名 佐賀大８名 長崎大 12 名 熊本大８名 大分大７名 宮崎大７名 
鹿児島大７名 鹿屋体育大２名 琉球大４名 

〈公立大学〉  
大阪市立大１名 兵庫県立大１名 尾道市立大２名 高知工科大１名 高知県立大１名 
福岡県立大２名 福岡女子大１名 長崎県立大 10 名 熊本県立大２名 

〈準大学〉  
  防衛大学校１名 水産大学校１名 

〈主な私立大学〉  
慶応大１名 中央大１名 東京女子大１名 東京理科大３名 法政大３名 明治大１名 
立教大２名 同志社大２名 立命館大８名 関西大１名 関西学院大２名  
西南学院大３名 中村学園大４名 福岡大 27 名 活水女子大３名 長崎純心大 20 名 
崇城大 10 名 九州看護福祉大５名 熊本保健科学大４名 

        など 計 203 名 
 

〈過年度生〉  
広島大１名（薬） 長崎大１名（医） 鹿児島大１名 
東京理科大１名（薬） 立命館大１名（薬） 西南学院大１名 福岡大１名（薬）  

など 計 14 名 
  

 

このたびの人事異動により、下記の先生方が島原高校（全日制）を離･退任されること

になりました。これまで島原高校のためにご尽力いただいたことに感謝するとともに、

今後のご多幸とご活躍を祈念いたします。本当にありがとうございました。  
 

北浦 剛資 校長先生 ご退職     石山 雅晴 教頭先生 鳴滝高校へ（副校長） 

谷口 英明 先生   ご退職     吉田 英雄 先生   

田中 良太 先生   長崎東高校へ  松尾 健司 先生   佐世保北高校へ 

吉原 眞智子 先生  対馬高校へ   羽山 篤史 先生    北松西高校へ 

森下 忠道 先生   へ 森  誠治 先生   五島南高校へ 

城田 紗希 先生   島原翔南高校へ 

 

理数科主任 森崎 悟 

 

分野 研究タイトル（一部） 

地学 『台風 15 号の目は島原市を通過したか』 

化学 『島原温泉を利用した化学電池の考察』 

生物 『発芽・成長と塩の関わり』 

『水の種類による植物の成長の変化』

物理 『束ねたチューブによる人工声帯の研究』 

植生 『垂木台地の植生調査』 

数学 『南中時間から求める太陽の軌道の考察』 

『ax+by=1(a,b は互いに素)これを満たす整数 x,y は 

 必ず存在する』のイメージ化 

 

 
 
剣 道 部 男 子
松﨑 賢 士郎   江 川  悠仁  岩 永  一恵   
長谷 川 倫太 郎  松 尾 倫 太郎  居石 慎 太郎  
志築  柊 威  

 
レ ス リ ン グ 部 新潟県新潟市体育館
金 子  功 誠  永 石  奏   岩 永  昂 樹    
竹 内  裕 哉  宮 田  大 輝  金 子  将 大   
大 津  拓 馬  

３月１６日(水)、今月末に開催される全国選抜大会の壮行式が行われまし

た。校長先生や生徒代表の激励のあと、ＰＴＡや同窓会からも激励および激

励金が贈られました。選手の皆さんの健闘を祈ります！ 


