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島高だより 
平成 29 年 9 月号 
（通巻第 138 号） 

長崎県立島原高等学校 
編集：研修広報部 

＊ 9/28（木）～10/3（火）定期考査   
5 日（木）３年生激励会  

  7 日（土）土曜講座（３年） 

      中地区学習交流会(３年 ～10/9） 

  9 日（日）校内学習会（３年） 

14 日（土）進研記述模試（３年 ～10/15） 

       第３回学校説明会 

16 日（月）19 時完全下校徹底週間

20 日（金）高大連携講座（１・２年） 

 

 

     

 

校長室  

校  長 渡邉 孝経 

青楓祭（体育祭、文化祭）も大成功に終わり、生徒諸君は、定められた時間のなかで、最
高のものを目指し、最大の努力をし、やり遂げ、つくりあげた。だからこそ感動と喜びを体
験したことと思う。また、体育祭の種目の中には伝統の種目もたくさん残っており、感慨深
いと同時に誇りに思う。 
ところで形としての伝統を一番感じるのは校舎１階の校史資料室である。その部屋の中に

先月号で少し紹介した嘉納治五郎氏（１８６０～１９３８）の２畳ほどの大きさの書がある。
嘉納氏は東京大学出身であり、文学士、柔道範士の称号を持たれていた。講道館柔道の創始
者であり日本のオリンピック初参加に尽力された。同時に教育者でもあり、旧制第一高等中
学校（現・東京大教養部等）、旧制第五高等中学校校長（現・熊本大学）を経て東京高等師
範学校校長（現・筑波大学）などを歴任された。また旧制灘中学校（現・灘中学校・高等学
校）の設立にも関わられた方である。  
その書には、 
      志於善由於正 勉於成是為士 之要   締一齋 嘉納治五郎  
 （善に志し正により成に勉む、是れ士の要たり） 

「よい志を持ち、正しいやり方で成功に向けて努力する。それが生きていく上で一番大切だ。」 
と書かれている。 
そもそも、この書は旧武道場の柔道場に掲げてあったものだが、嘉納治五郎氏の夫人のお

父様が東京帝国大学教授の竹添進一郎博士であり、ご実家が代々三室村（現在の吾妻町の一
部）の庄屋であったという関係で島高にあるのではないかと、島高『１００年のあゆみ』の
中で豊増大吉郎先生が述べられている。  
生徒に「志を立てて頑張れ。」と激励しているが、島中時代から、「志」教育がなされて

いたことが伺い知れる書であり、背筋が伸びる思いである。  
生徒諸君には激動の時代に青春を生きた先輩方が、自分たちの力で明るい世を創るのだと

いう「志」に導かれ集った学校であった、ということに誇りと自信を持ち、「旗手」となる
べく日々研鑽して欲しい。 
また、図書室に「深淵大澤」という書も掲げられている。これは中国の書家の楊草仙とい

う人が島原中学に来校されて書かれたもので、「島中は龍陀のような偉大な人物を輩出する
深淵大澤の環境である。」という意味が含まれている。そういうことからも、我らが母校に
誇りと自信を持ち日々研鑽して欲しいと願う。  

◆生徒感想より  
 

・映像を見て、改めて戦争は恐ろしいものだと思いました。

原爆だけでなく「無差別攻撃」「ホロコースト」といった

言葉がこの世界に生まれてしまったこと自体が間違ってい

るのだと思います。今回の学習で、自分たちにとって「当

たり前」になっている平和がとても貴重なものなのだと再

認識しました。  

・特攻隊の人の手紙には「命を国のために使うことができ

て幸せだ」とありましたが、その家族はどんな気持ちだっ

たのだろう、と心がひどく痛みました。  

・今までの平和学習では、専ら日本側の視点からしか学ん

できませんでしたが、今回の映像でアメリカ人の兵士も、

大戦時に嫌な思いをしていたことが分かりました。戦争は

本当に人を苦しめるだけのものだと強く感じました。  

・最近テレビで、憲法の改正や様々な法案に関する話をた

くさん聞きます。ほんの数十年前にこんな出来事があった

のなら、決して今の自分たちにとっても他人事ではないの

だということがわかりました。  

８月９日（日）、被爆県・長崎県民の一人として、被害に遭われた方々を追悼し、

平和の意味を真摯に考え直すことを目的に、平和学習を実施しました。  

 前半では、第二次世界大戦での市民への無差別爆撃の様子や、原子爆弾で焼け野原

となった広島・長崎の映像を見て、平和の尊さについて考えました。  

 後半は生徒会の代表生徒が「島高平和宣言」を読み上げ、原爆が投下された１１時

２分に、犠牲者の方々を悼み、全員で黙祷を捧げました。  
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21 日（土）土曜講座（３年） 

25 日（水）芸術鑑賞会（午後） 

28 日（土）進研記述実力試験（１年） 

     進研記述実力試験 ２年 ～10/29

     全統記述模試（３年 ～10/29） 

  

☆ 乳幼児ふれあい体験（１年）○数字は組

4 日③ 10 日① 13 日④ 18 日⑤ 25 日② 31 日⑥ 

 

■弓 道 部   
 

男子団体 第４位 島原高校Ａ  
男子個人 第４位 本村 康晟 
男子個人 第６位 平 遼太郎 
女子団体 第３位 島原高校Ａ  
女子団体 第５位 島原高校Ｂ  
女子個人 第５位 藤澤 春奈 

 
■男子ソフトテニス部 

第２位  浦田 大樹・山外  輝 
 
 

伝  統 

◆剣道 10/1～10/3 愛媛県武道館（松山市） 
少年女子選手 ：東  陽乃  大園 望友  山口 小波  
少年男子コーチ  ：福田俊太郎 先生 

◆レスリング 10/7～10/10 宇和島市総合体育館 
少年男子選手：喜多瞭太郎  金子 将大  大津 拓馬  岡田 隼季 
少年女子選手：吉武まひろ 
少年男子監督：稲本 康弘 先生 

◆陸上競技 10/6～10/10 愛媛県総合運動公園陸上競技場（松山市） 
少年男子 100m、４×100mR 池田 成諒  5000m 近藤 亮太 

◆剣道 

：黒川 大樹  鶴浜 貴志  藤野 聖那  松﨑賢士郎  

：藤崎 薫子 竹中 美帆 杉本 唯子 大園 望夏 堤  

少年男女支援コーチ：渡邉  孝経 教頭先生 少年女子コーチ：荒木 雅義 先生 
 
◆レスリング  

：濵本 大徳 喜多 豊和 金子 功誠 金子 将大 大津 拓馬  

◆剣道 

：黒川 大樹  鶴浜 貴志  藤野 聖那  松﨑賢士郎  

：藤崎 薫子 竹中 美帆 杉本 唯子 大園 望夏 堤  

少年男女支援コーチ：渡邉  孝経 教頭先生 少年女子コーチ：荒木 雅義 先生 
 
◆レスリング  

■陸 上 部 

 

  男子 100ｍ    第１位 池田 成諒 

  男子 100ｍ    第３位 菅野 陽太 

男子 4x100ｍＲ  第２位 吉木･森川･菅野 

              池田 
男子 4x400ｍＲ  第２位 吉木･菅野･池田 

               森川

男子 100ｍ    第１位 池田 成諒 
男子 4x100ｍＲ  第２位 長橋･池田･菅野 
             吉木 
男子 4x400ｍＲ  第２位 吉木･池田･菅野 

               森川 

１０月開催競技 期日 会場 

弓道   男・女 10/17～10/18 

テニス  男・女 10/17～10/19 佐世保市総合グラウンドテニスコート 

男・女 10/17～10/19 長崎市総合運動公園かきどまり庭球場 

体操   男・女 10/31～11/1 長崎県立総合体育館メインアリーナ 

１１月開催競技   

レスリング 11/14～11/15 島原翔南高校体育館 

剣道   男・女 11/7～11/8 佐世保市東部スポーツ広場体育館 

１月開催競技   

男・女 1/16～1/18 長崎地区高校体育館、県立総合体育館 

男・女 1/16～1/18 中地区高校体育館、諫早市とどろき体育館 

サッカー 1/16～1/24 
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体操   男・女 10/31～11/1 長崎県立総合体育館メインアリーナ 

１１月開催競技   

レスリング 11/14～11/15 島原翔南高校体育館 

剣道   男・女 11/7～11/8 佐世保市東部スポーツ広場体育館 

１月開催競技   

男・女 1/16～1/18 長崎地区高校体育館、県立総合体育館 

男・女 1/16～1/18 中地区高校体育館、諫早市とどろき体育館 

サッカー 1/16～1/24 

１０月開催競技 期日 会場 

ラグビー花園予選 10/28～ 放虎原ラグビー場 他 

10/7～10/8 大村市古賀島サッカー場 他 

テニス  男・女 10/21～10/23 長崎市総合運動公園かきどまり庭球場 他 

ソフトテニス 男・女 10/21～10/23 佐世保市総合グラウンド庭球場 

弓道 男・女 10/21～10/22 大村市弓道場・大村城南高校 

１１月開催競技   

レスリング 11/11～11/12 大村工業高校体育館 

剣道   男・女 11/18～11/19 長崎東高校体育館 

体操   男・女 11/12 長崎県立総合体育館メインアリーナ 

１月開催競技   

男・女 1/27～1/29 

男・女 1/27～1/29 

サッカー 1/20～1/21 

1/27～1/28 ラグビー 

２月開催競技   

駅伝 2/10 県立総合運動公園周回コース 

 

えがお 
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体育祭成績 

【競技の部】優勝:４班 第２位:５班 第３位:２班 

【応援の部】優勝:４班 第２位:６班 第３位:１班 

■｢Puzzle from one piece ～ここからはじまる～｣のスロ

ーガンのもと限られた時間の中で準備を進めてきました。１

日開催でしたが、当日は多くの方々にご来場いただき、無事

に成功させることができました。私たち島高生も、文化祭を

通じて成長でき、思い出に残るものとなりました。 

文化祭実行委員長 伊﨑 詩那 

 

Puzzle from one piece

■今回の体育祭では、結果はどうで
あれとにかくみんなが楽しかったと
思えるものにしたいと考えていまし
たが、みんなの協力のおかげで競技
と応援の優勝旗を自分達の班がとる
ことができました。１、２年生のみ
んな、頼りない僕たちに力をかして
くれてありがとう。最高に楽しい体
育祭でした。 

４班班長 米田 懸 
 

■今回の体育祭で、リーダー長とし
て班のみんなを優勝という結果で終
われた事を嬉しく思っています。応
援練習で日差しの強い暑い中、４班
全員が協力して練習したことが結果
につながったと思います。最後の体
育祭で、応援と競技の部で優勝でき
て本当に良い思い出となりました。  

 
４班リーダー長 藤本 祐一 

選手宣誓 

入場行進 

青楓祭 2017 が開催されました。 
文化部と各クラスの発表で盛り上がった文化祭。  
爽やかな秋晴れの空の下行われた体育祭。  
島高の伝統を守りつつも、いっそうの進歩を見せる  
青き楓たちの心のアルバムに新たな

 

男の根性 

女の意地 
炬火 

部活対抗リレー 

騎馬らんば 

質実剛健(組み体操) 

島高魂(棒倒し) 

サークル 
学校説明会 １学年オープニングコーラス 

管弦楽 

ソロ 

合唱 

茶道 

黒板アート 

 

文化祭の日に、第２回学校説明会を行

いました。ご参加いただいた中学生のみ

なさん、ありがとうございました。   

エンディング 

東京研修報告 

サンドアート 

文芸部 

バザー 

放送 


