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伝統と Progress 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２日（月） 中間考査時間割発表 

１１日（月） ＰＴＡ評議員会・専門委員会  

１０日（火） 代休（5/14 分） 

１１日（水） 中間考査（３年） 

１２日（木） 中間考査（２・３年） 

１３日（金） 中間考査（全学年） 

１４日（土） ＰＴＡ総会・学年ＰＴＡ・学級ＰＴＡ 

１１日（月） 授業公開（３・４限） 

 

 

 

校長室から 

校  長 野 田  定 延 

１学年主任 日向 薫 

５月の主な行事予定  

島高だより 
平成 28 年４月号 
（通巻第 121 号） 

長崎県立島原高等学校 
編集：研修広報部 

     この４月、島原高校の第２２代校長として着任しました、野田でございます。

入学式の次の週、「動作指導」というものがあり、驚かされました。３年生が 

新入生に対して、島高での挨拶や集団行動を教えるものです。新入生のための「導入期の  

指導計画」の一つだそうです。私が島高に在籍していた３８年前には、なかったものです。 

新入生を指導する３年生は、先輩として堂々と、一方で少し照れながらも、優しく新入生  

に教えていました。新入生は緊張しつつも、一生懸命にその指導に応えようとしていました。 

私は、３年生の頼もしさと、新入生の素直さや誠実さを感じ、とても嬉しく思いました。 

今、この生徒達の間で、新しい伝統が確実に積み重ねられているということを実感しました。 

本校は、今年で１１７年目を迎える伝統ある学校です。ひとことで「伝統」といっても、

そこには、これまで積み重ねられてきた時間と人の重みがあります。今の島高は、卒業生

の皆様の挑戦や苦闘の積み重ねの上に成り立っているということです。この素晴らしい伝

統を守り伝えるということは、島高生の大きな使命です。同時に、新たな伝統を創造する

ことも必要です。新しい取り組み「動作指導」が定着しているように。現状に甘んじるこ

となく、さらに高い志を掲げ、一歩ずつ前に進んで欲しいのです。前進、進歩、躍進を意

味するのが「Progress」です。 

そこで、生徒の皆さんには、今年度のテーマ「伝統と Progress」のもと、これまで育

み積み重ねられてきた「伝統」と「品格」をベースに、学習・部活動・学校行事を通して

さらに高い志を持ち、その実現に積極果敢に挑戦してくれることを期待します。  
 

【平成２８年度学校経営方針】 

 

■主な部活動実績■  
 

剣 道 部 
 
第 45 回魁星旗争奪全国高校勝抜剣道大会  

男子   準優勝 
                           
第 32 回魁星旗争奪全国高校女子剣道大会   

女子   第３位 
                        
平成 28 年度長崎県高等学校剣道選手権大会 
男子  優 勝  
女子  準優勝 

 
最優秀選手：松﨑賢士郎 
 優秀選手：江川 悠仁 鈴木 文音 

 

 １６日（月） PTA 総会報告会 

１７日（火） 登校指導（～19 日） 

１８日（水） 生徒総会・地震避難訓練 

２３日（月） 短縮 40 分授業（～27 日） 

２５日（水） 応援練習（～27 日） 

２７日（水） 教育実習（3 週間～6/14） 

３０日（月） 振替休日（6/4 分）   
 5/31（月） 早朝補習中断（～6/8） 
6/1 （水） 県高総体壮行会  

6/3 （金） 県高総体総合開会式（諫早） 

■校是      「文武両道」 
■教育スローガン 「輝け★２１世紀の旗手・青き楓たち」  
■育てたい生徒像（１）志高く、リーダーとして何事にも積極果敢に挑戦する生徒  
■育てたい生徒像（２）信頼に足る品格を備え、他を思いやることができる心豊かな生徒  
■目指すテーマ  「伝統と Progress」 ～高い志を持ち、その実現に挑む～  

新入生代表宣誓 新入生代表挨拶 

 
レスリング部 
  
全国高校選抜レスリング大会  
個人の部 
  55kg 級  第３位  金子 功誠  
  96kg 級  第３位  竹内 裕哉 
 
2016 年度全日本ジュニアレスリング選手権大会 

カデットの部 準優勝   大津 拓馬 

７１回生のみなさん、入学おめでとうございます。 
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、少しばかりの不安と大きな

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校内研修
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、故郷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のほどよろしくお願い
いたします。 
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卒業生数 236 名（男子 123 名 女子 113 名） ※過年度卒は把握分のみ 

 

【短評】 

 在籍 236 名中、センター試験に 193 名（81.8％）出願、実受験 157 名、2 次出
願 130 名、前期受験 113 名、後期受験 31 名。合格状況は上表の通りである。  
 大阪大・名古屋大・九州大など難関大学においてよく健闘してくれた。また、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、32 名であった。 
 68 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 日の国公立大後期試験まで諦めず
真摯に取り組み、見事合格を果たしてくれた。  
 過年度生についても長崎大（医）、広島大（薬）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卒業生は７名であった。  
 
【主な国公立大学合格者数（現役生）】  
 
 筑波大１ 電気通信大１ 名古屋大１   三重大１ 大阪大３   広島大２ 山口大７ 
 九州大４ 九州工業大１ 福岡教育大４ 佐賀大８ 長崎大１２ 熊本大８ 大分大７ 
 宮崎大７ 鹿児島大７  鹿屋体育大２  琉球大４    
 大阪市立大１ 福岡女子大１ 福岡県立大２ 長崎県立大１０ 熊本県立大２   
        
【主な私立大学合格者数（現役生）】   
      
慶應大１  中央大１  東京理科大３  東京女子大１  法政大３  明治大１ 

 立教大２  同志社大２  立命館大８  関西大１  関西学院大２  西南学院大３ 
 中村学園大４  福岡大 27  長崎純心大 20  崇城大 10  九州看護福祉大５ 
 熊本保健科学大４        
        
【過年度生の主な合格校】   
       
 広島大１（薬） 長崎大１（医） 鹿児島大１ 
 東京理科大１（薬） 立命館大１（薬） 神戸学院大１（薬） 神戸薬大１（薬）  
西南学院大１ 福岡大１（薬）   

        
【過年度生の国公立大３年次への編入先】   
 
 島根大  愛媛大  佐賀大  鹿児島大  

進路指導部主任 酒井 太一 

【現役生の進路決定先数】       
国立大学 81 名 公立大学 20 名 私立大学 82 名 短期大学 9 名
医療系専門学校 13 名 各種専門学校 15 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。 
 

野田 定延 （のだ さだのぶ） 
①校長（数学） ②読書、ジョギング、独学でウクレレを練習中 ③島高３０回生です。教育実

習をきっかけに教員になりました。島高のますますの発展のためにがんばりたいと思います。 

中田 克之 （なかた かつゆき） 

 ①教頭（地歴〔日本史〕） ②スポーツ観戦、読書 ③生徒とかかわること、地域とかかわることを

大切にし、島原高校に少しでも貢献したいと思っています。 

田中 達也 （たなか たつや） 

 ①数学 ②散歩、映画鑑賞 ③同じ島原半島の小浜町出身。島高生のために一生懸命頑張りたい。 

中村 敏広 （なかむら としひろ） 

 ①理科（生物） ②趣味は読書（歴史）とスポーツ観戦 ③思いがけず、母校にお世話になるこ

ととなりました。よろしくお願いします。 

堀部 修一 （ほりべ しゅういち） 

 ①国語 ②読書、バードウォッチング、神社・仏閣・旧跡遺構めぐり ③母校でもある伝統校で

働けることを光栄に思うとともに、緊張で身のひきしまる思いです。 

松尾 恭子 （まつお きょうこ） 

 ①家庭 ②音楽鑑賞、コンサートに行くこと、ヨガ（初心者） ③新しい土地での新しい出逢い

を楽しみにしています。一生懸命頑張ります。 

内田 守文 （うちだ もりふみ） 

①数学 ②散策、体を動かすこと、旅番組を見るのも好きです ③母校で勤務できることに感謝 

の気持ちをもち、「文武両道」のサポートが少しでもできるよう頑張っていきたいと思います。 

白壁 泰幸 （しらかべ やすゆき） 

 ①音楽 ②学生時代ソフトテニスをしていたので、テニスやバドミントンなど ③音楽の素晴ら

しさ・楽しさを伝えていきたいと思っています。どうぞ、よろしくお願い致します。 

中島 詠太 （なかしま えいた） 

 ①地歴（日本史） ②こどもと公園で遊ぶ、部活動 ③諫早住まいで少し家は遠いですが、自分

のできることを精一杯やります。よろしくお願いします。 

小野 大輔 （おの だいすけ） 

①美術 ②絵画制作（洋画・チョーク絵） ③チョーク絵の紹介で「いいとも！」「行列のできる 

法律相談所」等、数回メディアに取り上げられたことがあります。 

松尾 信哉 （まつお しんや） 

①情報 ②テニス、生き物（金魚・メダカ）を飼う ③再任用生活も最後の年となりました。 

退職時も島高定時制でしたので、島高に縁があるのかなと思っています。1 年間頑張ります。 

渡邉孝士郎 （わたなべ こうしろう） 

①スポーツ専門員・剣道 ②スポーツ店や剣道具店巡り ③１から１０まで指導するのではなく、 

選手に常に疑問を持たせ、自分の感覚に対し鋭敏になる選手を育てたいです。 

 

28年3月卒 過年度卒 合計
国立大学 86 3 89
公立大学 21 21
国公立大学計 107 3 110
大学校 2 2
私立大学 215 12 227
短期大学 9 9
医療系専門学校 21 21
各種専門学校 15 15
公務員 1 1
自衛隊 3 3
一般就職・自営 0


