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新入生代表宣誓       新入生代表挨拶        団結を深める円陣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２日（火） 中間考査時間割発表 

１１日（月） ＰＴＡ評議員会・専門委員会  

９日（火） 振替休日（5/13 分） 

１０日（水） 中間考査（３年） 

１１日（木） 中間考査（２・３年） 

１２日（金） 中間考査（全学年） 

１３日（土） ＰＴＡ総会・学年ＰＴＡ・学級ＰＴＡ 

１１日（月） 授業公開（３・４限） 

 

１５日（月）理数科有家川実習･PTA 総会報告会 

１７日（水）登校指導（～19 日）･生徒総会 

１８日（木）火災避難訓練･地学講座 

２２日（月）短縮 40 分授業（～26 日） 

２４日（水）応援練習（～26 日） 

２９日（月）振替休日（6/3 分） 
３０日（火）早朝補習中断（～6/7） 
３１日（水）県高総体壮行会  

６/２ （金）県高総体総合開会式（長崎） 

校長室  

校 長 渡邉 孝経 

１学年主任 梅野 昌高 

島高だより 
平成 29 年４月号 
（通巻第 133 号） 

長崎県立島原高等学校 
編集：研修広報部 

この度、島原高校の校長を拝命いたしました、渡邉です。島高３１回生でも

あります。我が島高は創立以来、県南の雄として１１８年目を迎える全国屈指

の伝統校であり、全国、世界に雄飛して活躍する幾多の人材を輩出しています。

正門入って右手にある１００周年記念碑に「百年の星霜を以て磨かれた学究的

で礼節を尊ぶ校風・・・」と刻まれています。この「校風」の継承こそが伝統

なのです。さらに「質実剛健」の気風も同様です。生徒諸君はこの１１８年を

かけて磨かれてきた島高魂を誇りに思い、また受け継ぐという気概をもって高

校生活を過ごして欲しいと願っています。 

さて、先日着任の挨拶に市内の中学校を訪問していた際、廊下に「時を守り、

礼を正し、場を清める」という言葉を見つけました。このことは始業式でも述

べましたが中学生活のみならず高校生活を送る上でも必要な基本的生活習慣で

す。 

まず社会生活の第一歩は、「時を守る」ことから始まります。このことは集

団生活の基本ですが、同時に社会全体の「信頼」関係を保つ基本です。次に「礼

を正す」ということ。人間関係で大切なことは、相手を尊敬することです。こ

れを身に付けていると、人間関係で困ることはありません。なぜなら相手から

尊敬の態度をもって接せられて、悪い気を起こす人はいないからです。まずは

「挨拶」を徹底することです。最後に「場を清める」ということですが、身の

回りをきれいにする。整理整頓。環境を美しく保つ。ということです。そして

公共物は次に使う人のためを思い、使う前よりきれいにして返す。ということ

を徹底してほしいと思います。高校生活を送るうえで以上のことを徹底し、誰

もが充実した高校生活を送ることを期待します。  
■主な部活動実績■  

剣 道 部 
第 46 回   

男子   優 勝 
       
第 33 回  

女子   第３位 
                        

剣道選手権大会 
男子  第３位  
女子  優 勝 
最優秀選手：東  陽乃 
優秀選手  ：松田美結女、志築 柊威 

７２回生のみなさん、入学おめでとうございます。 
青き楓であるみなさんは、これまでの「質実剛健」の伝統を受け継ぎなが

ら、伝説の学年になるべくチーム一丸となって島高生活の第一歩を踏み出し
ました。 
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。意外に出来ない自分自身と向き合いながらも、仲間ととも
に全力を出すことの素晴らしさを学ぶことが出来ました。  
また、「地獄を味わう」をテーマに島原半島ユネスコ世界ジオパークオリ

エンテーリングなど世界遺産レベルの故郷の素晴らしさも学ぶことが出来ま
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。一歩一歩成長していく
ことで島高生としての誇りを持った 21 世紀の旗手として活躍していくと信
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。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、お子様を健康面、精神面で支えて
いただき、今後ともご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

レスリング部 
  

個人の部 84kg 級 大津 拓馬 第３位 

弓道部 
平成 29 年度長崎県高等学校弓道選手権大会  

女子団体 優勝 
 

ラグビー部 
第４回全国高等学校７人制ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ大会  

長崎県大会２位トーナメント 優勝 

囲碁 
  

松本 直太 準優勝 
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卒業生数 2４０名（男子 1１１名 女子 1２９名） ※過年度卒は把握分のみ 

  

【短評】 
 在籍 240 名中、大学入試センター試験（CT）に 208 名（86.7％）出願、受験 200
名、国公立大学個別試験出願 135 名、前期受験 122 名、後期受験 30 名。合格状況は
上表の通りである。 
 69 回生も先輩同様、学習と部活動との両立によく努め、休日返上での登校自学や夏
季学習合宿に多数の生徒が積極的に参加した。早期に進路が決定した生徒も、模試・補
習・特編授業などに最後まで参加してくれた。国公立大学受験まで学年全体で頑張る雰
囲気が形成され、ＣＴ400 点台からの逆転合格も多く見られた。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
り組む姿勢を、後輩の皆さんもぜひ受け継いで欲しい。  
 また、過年度生についても長崎大（歯）、広島大などに合格を果たしました。自分の
夢や目標に一歩でも近づこうと、もう一度大学入試にチャレンジした卒業生の皆さんに
敬意を示したいと思います。  

【主な国公立大学合格者数（現役生）】  

 筑波１ 横浜国立１ 大阪２ 神戸１ 鳥取１ 広島４ 山口１ 愛媛１ 高知２ 九州 4 

 九州工業１ 福岡教育２ 佐賀４ 長崎 14 熊本 12 大分３ 宮崎４ 鹿児島 14  

鹿屋体育１ 琉球３ 大阪市立１ 福知山公立１ 兵庫県立２ 鳥取環境１ 島根県立１ 

県立広島１ 広島市立１ 下関市立３ 高知工科２ 福岡県立２ 長崎県立 10  

熊本県立１ 宮崎県立看護１ 名桜１ 

【主な私立大学合格者数（現役生）】   

 慶応１ 早稲田１ 中央２ 東京理科１ 法政２ 明治３ 立教２ 関西１ 立命館３ 

 西南学院３ 中村学園４ 福岡 13 活水女子６ 長崎純心９ 崇城 10 九州看護福祉３ 

 熊本保健科学５        

【過年度生の主な合格校】   

 埼玉大１ 広島大１ 佐賀大１ 長崎大２（歯１） 宮崎大１ 鹿児島大１ 中央大１  

明治大１ 大谷大１ 崇城大１（薬） 

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 75 名 公立大学 24 名 私立大学 87 名 短期大学６名 
医療系専門学校 14 名 各種専門学校 11 名 公務員５名 その他（予備校等）18 名 

この春、16 名の先生方が島原高校に赴任されました。 

先生方の 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。 

小川 由香 （おがわ ゆか） 
①教頭（英語） ②映画鑑賞・旅行等 ③新しいものに興味を持っています。ICT 等、時代の流れにお

いていかれないように情報収集に努め、学校の中で生かしていきたいと思います。 

松嶋 繁昭 （まつしま しげあき） 

①事務長 ②JR 時刻表を読むこと ③事務室も生徒の進路実現のため頑張ります。 

一瀬 保野 （いちのせ やすの） 
①国語 ②音楽鑑賞 ③生徒たちのために誠実に授業をしたいと思います！ 

梅野 昌高 （うめの まさたか） 
①数学 ②スポーツ（観戦）、読書、映画 ③サッカーのワールドカップ、ヨーロッパ選手権は全試合、

生放送をみるようにしています。東京オリンピックが今から楽しみです。島原高校の卒業生がぜひ日本代

表となり、出場できることを願っています。当日は、会場で応援することが、今の目標です。 

西島 詠治 （にしじま えいじ） 
①保健体育 ②ドライブ、旅行・バスケットボール ③一日も早く学校に慣れ、生徒とともに頑張りた

いと思います。 

本多 敏高 （ほんだ としたか） 
①理科(物理)②サッカー ③火砕流の時、ちょうど島高の 3 年生でした。家も建てたのでがんばります。 

村上 嘉則 （むらかみ よしのり） 
①地歴･公民（世界史） ②走ること ③伝統ある島原高校に勤務できることを大変嬉しく思います。1 

日も早く学校に慣れ、島原高校の仲間入りをさせていただけるよう頑張っていきます。 

福田俊太郎 （ふくだ しゅんたろう） 
①保健体育 ②温泉、サウナ、スキー ③島原高校に赴任できることに感謝し努力していきます。 

山村なつみ （やまむら なつみ） 
①国語 ②読書、ドライブ ③初めての土地なので、不安でいっぱいですが、美味しいもの、素敵なところ

を見つけて楽しんでいきたいです。学校にも早く慣れることができるよう積極的に行動したいと思います。 

尾藤 友里 （びとう ゆり） 
①数学 ②読書 ③念願かなって数学の教諭として、新規採用となりました。初任校が母校で、後輩に教

えるということを思うと、気が引き締まる思いでいっぱいです。 

尾崎 拓朗 （おさき たくろう） 
①理科（化学） ②バドミントン・長距離走 ③持ち前の器用貧乏と小回りのきく低身長でかゆい所

に手が届くよう頑張ります。 

岡野ありさ （おかの ありさ） 
①養護教諭 ②ピアノ、ドラム、写真を撮ること ③初めて働く学校が母校である島原高校で、とて

も嬉しく思っています。養護教諭として、生徒のみなさんの学校生活をサポートしていきます。 

木村  広 （きむら ひろし） 
①英語 ②将棋、スキー ③12 年間勤務した島高に 13 年ぶりに帰ってきました。伝統のある学校で再

び勤務できることをとても嬉しく思います。 

中辻 龍喜 （なかつじ たつき） 

①事務室主事 ②ランニング ③大学ではスポーツ学部に在籍し、体力に自信あり。新規採用でわか

らない点が多くあるかと思いますが、一生懸命頑張ります。 

隈部新八郎 （くまべ しんはちろう） 
①情報 ②読書 ③頑張ります。よろしくお願いします。 

渡邊 賢人 （わたなべ けんと） 
①スポーツ専門員・剣道 ②釣り・剣道 ③母校である島原高校に恩返しができるように、生徒が日本

一になるための支援・サポートを全力で行っていきたいと思います。 

2９年3月卒 過年度卒 合計
国立大学 80 7 87
公立大学 29 1 30
国公立大学計 109 8 117
大学校 3 3
私立大学 181 10 191
短期大学 10 10
医療系専門学校 19 19
各種専門学校 11 11
公務員 3 3
自衛隊 3 3
一般就職・自営 0 0


