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「その日は必ず来る」

校 長

渡邉

孝経

入学式と始業式で、高校生活を送る上で大切にして欲しいと述べたのは、『喜びと感動』に
ついてである。「『喜びと感動』を自分自身が得るのは当然だが、家族、先生、地域の方々を
喜ばせ、感動させて欲しい。皆の活動で我々が喜び感動しているならば、必ず皆も喜び感動し
ているはずである。お互いの幸せのために頑張って欲しい。」と述べた。
団体では剣道部男子･女子、レスリング部が優勝を飾り、個人でも陸上部、弓道部男女でイ
ンターハイ出場を決めた県高校総体であったが、
「喜びと感動」を得ることはできただろうか。
私自身も入場行進と応援で回 った競技の中で、いくつも感動する場面に立ち会うことができ
た。勝敗はともあれ、すべての部に対して、「よく頑張った。本当にありがとう。」と、労を
ねぎらいたい。惜しくも目標を達成できなかった部もあったが、皆のこれまでの努力は無駄で
はない。むしろ、何ものにも変えられない貴重な経験をした、と自信を持ってもらいたい。
部活動では、目標（ゴール）を決め、何のためにという目的を考え、目標（ゴール）までの
計画を立て、その際上手くいかない時どうするかということまで考えておく。そして結果を出
すまでの過程で、やり遂げることの大切 さなど多くのことを学ぶことができる。
この経験は受験においても必ず生きる。いや、生きるどころか同じなのである。３年生はセ
ンター試験まであと２０７日（６月２５日現在）である。また各部においては、来年の高校総
体まで３４０日である。どちらも最高の結果を求めて、今すぐに準備を始めて欲しい。
いくら努力しようが勝負に情は入らない。どんな理由があっても、取った点数に加点はされ
ない。また、自分がベストの時に大会やテストがあるわけ ではない。自分の調子や仕上がりに
関係なく「その日は必ず来る」のである。「その日」に自分の調子や 仕上がりを最高に持って
いく、ということを覚悟して、万全の準備をしなければならないのである。
改めて肝に銘じてもらいたい、「勝負は非情であり、その日は必ず来る」と。

バスケットボール男子

〈1 回戦〉対 猶興館 96-58 勝

バスケットボール女子

〈1 回戦〉対 佐世保西 66-51 勝

陸上競技男子

２日（月）生徒会役員交代式
野球部・合唱部壮行会
４日（水）ＧＴＥＣ（１年）
６日（金）高校野球選手権県大会開会式
剣道九州大会（～８日）
７日（土）進研記述模試（全学年）
弓道九州大会（～８日）
８日（日）進研記述模試（３年）
野球部「夏の大会」１回戦
１２日（木）校内球技大会 ※雨天時順延
１３日（金）校内球技大会予備日
１４日（土）土曜講座（全学年）
１５日（日）合唱コンクール県大会

１７日（火）三者面談（～31 日）
１８日（水）心に響く人生の達人セミナー
１９日（水） 島原文化会館（１３:４０～）
２０日（金）金の①②の授業・ 大掃除
終了式・全国大会壮行会
２１日（土）土曜講座（１・３年）
長崎大学オープンキャンパス（２年）
２３日（月）前期授業設定日（～２６日）
２７日（金）島原高校学校説明会 ※裏面参照
夏季補習（全学年）
２８日（土）夏季補習（１ ・ ２ 年～８/３）
２８日（木）学習合宿（３年～８/３）
３０日（月）海外研修旅行（２年～８/７）

〈2 回戦〉対

明誠 100-60 勝

〈3 回戦〉対 西海 79-84 負

島原商業 38-69 負

〈100m〉池田成諒 優勝（北九州大会へ）

菅野陽太 3 位（北九州大会へ）

〈200m〉池田成諒 優勝（北九州大会へ）

菅野陽太 3 位（北九州大会へ）

〈4×100mR〉2 位（北九州大会へ）
陸上男子総合４位
陸上競技女子
剣道男子

〈棒高跳〉本田早紀 3 位（北九州大会へ）

中田有香 4 位（北九州大会へ）

［個人］黒川雄大 優勝（インターハイ・九州大会へ）

前田聖直 3 位（九州大会へ）

［団体］団体優勝（インターハイ・九州大会へ）
〈2 次リーグ〉対 長崎北 3-0 勝

対 長崎西 5-0 勝

〈準決勝〉対

佐世保北 2-1 勝

〈決勝〉対 島原中央 3-0 勝
剣道女子

［個人］岩永遥佳 優勝（インターハイ・九州大会へ）

山口菜々実 3 位（九州大会へ）

松田美結女 ベスト 8（九州大会へ）
［団体］団体優勝（インターハイ・九州大会へ）
〈準々決勝〉対 島原中央 1-0 勝

〈準決勝〉 西陵 3-1 勝

テニス男子

［団体］
〈1 回戦〉対 佐世保南 3-0 勝

テニス女子

［団体］
〈1 回戦〉対 長崎北 3-0 勝

レスリング

［団体］団体優勝（インターハイ・九州大会へ）
対

大村工業 7-0 勝

〈2 回戦〉対

〈決勝〉対 日大 3-1 勝

青雲 0-3 負

〈2 回戦〉対 海星 0-2 負

対

島原湘南 7-0 勝

対

島原工業 7-0 勝

［男子個人］優勝（インターハイ・九州大会へ）
55kg 級 内野浩聖

60kg 級 喜多涼真

71kg 級 濱﨑湧太

80kg 級 松尾浩成

65kg 級 岡田隼季

第 2 位（九州大会へ）
51kg 級 喜多瞭太郎

55kg 級 落水健太

60kg 級 森崎悠太郎

第3位
92kg 級 喜多康介
［女子個人］優勝（九州大会へ）
47kg 級 伊藤希

７月の主な行事予定

〈2 回戦〉対

57kg 級 森瀬詩乃

62kg 級 吉武まひろ

ソフトテニス男子

［団体］
〈2 回戦〉対 五島 3-0 勝

〈3 回戦〉対 島原商業 2-1 勝

ソフトテニス女子

［団体］
〈1 回戦〉対 国見 2-1 勝

〈2 回戦〉対 北松西 0-2 負

バレーボール男子

〈1 回戦〉対 鹿町工業 2-0 勝

〈2 回戦〉対

総科大付属 0-2 負

バレーボール女子

〈1 回戦〉対 波佐見 2-0 勝

〈2 回戦〉対

上五島 1-2 負

弓道男子

［個人］平遼太郎 2 位（インターハイ・九州大会へ）

〈4 回戦〉対 西陵 0-3 負

菅藤舜平 5 位（九州大会へ）

［団体］決勝リーグ進出 2 勝 4 敗 7 位
弓道女子

［個人］藤澤春奈 2 位（インターハイ・九州大会へ）

ラグビー

〈1 回戦〉対 大村 31-17 勝

体操男子

［団体］3 位

松本菜奈 4 位（九州大会へ）

〈2 回戦〉対 長崎北 7-55 負

［個人］井上昂大（九州大会へ）
体操女子

［団体］4 位

サッカー

〈1 回戦〉対 北陽台 1－1（ＰＫ６－７）負

水泳

〈200m バタフライ〉中川咲希 2 位（九州大会へ）

〈100m バタフライ〉中川咲希 5 位（九州大会へ）
※個人戦は上位のみ掲載
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６月７日（木）、長与町民文化ホールにおいて
「第１２回長崎県理数科高等学校課題研究発表
大会」が開催され、本校理数科生徒の全員が参加
しました。「課題研究」とは２年生時に行う理数
科独自の取組で、自分たちで研究テーマを決め、
１年間通して研究します。
この大会では３年生が昨年度１年間かけて行
った研究の成果を口頭発表とポスター発表に分
けて発表しました。学校代表として口頭発表の部
に参加した２班「光合成細菌が地球を救う！」、
「紫外線による色の変化 」が優秀賞を獲得し、8
月に佐賀市で開催される第 20 回中国四国九州地
区理数科高等学校課題研究発表大会へ出場する
ことになりました。また、ポスター発表の部では、
本校の研究が優秀賞３本、優良賞２本を獲得しま
した。１年間の取組の成果が高く評価された結果
となりました。
理数科担当 植松 耕平

５月 30 日（水）～６月 12 日（火）の２週間、
本校卒業生が教育実習を行いました。

◆林田

景太（地理）

◆林田

悠 (地理)

◆松本

萌夏（公民）

◆園田

修久（物理）

実習期間中に高校総体があり、いくつかの競技を応援させて頂きました。そこで 後
輩たちが勝利に向かって、ひたむきに頑張る姿を目にしました。その姿勢は私自身見
習わなくてはいけないなと思いました。残りの大学生活、勉学と部活に精一杯励みた
いと思います。
実習を通して、教員を目指す上で今自分に足りない力や、教員に求められる使命感
などを学ぶことができ、とても有意義な実習になりました。これから、ご指導してく
ださった先生方のような教師になれるよう頑張ります。

【文芸部】
文芸部は 5 月 26 日(土)に島原文化会館中ホールで引退公演を行いました。部員皆で 一か
ら作り上げ、この三年間の中で最も思い入れのある作品を最後のこの舞台で演じられたこと
をとてもうれしく思います。足を運んでくださった皆様、本当にありがとうございました。
（文芸部部長 中川 優里）

【管弦楽部】
６月 10 日（日）にサンプラザ万町にて「街角オーケストラ」を開催しました。当日には
たくさんの先生方、保護者の方々、そして地域の皆様に来ていただきました。「管弦楽組曲
第３番」からアンコールの「ドラえもん」まで楽しく演奏しました。３年生の引退ステージ
でもあり、とても思い出深いものとなりました。これからは１年生５人で頑張っていきます。
足を運んでくださった方々、本当にありがとうございました。
（管弦楽部部長 城川 優子）

【合唱部】
こんにちは、合唱部です。私達合唱部は、７月１５日（日）とぎつカナリーホールで行わ
れる九州合唱コンクール長崎県予選大会に出場します。今年もハイレベルで厳しい大会にな
ると思います。ですが、先の大会へ進むことができなかった前回大会の悔しさを胸に、この
１年間練習を重ねてきました。金賞を目指し、残りわずかの日々を大切にして、部員一同頑
張ります。応援よろしくお願いします！！
合唱部部長 柴田 龍平
【野球部】
７月６日から開幕する「第 100 回全国高等学校野球選手権長崎大会」において、１回戦
西海学園高校と対戦します。今まで支えてくださった方々に感謝し、結果で恩返しできるよ
う、一戦一戦死力を尽くして頑張ります。そして１回でも多く校歌を歌い、長い夏になるよ
うに全員野球で頑張ります。応援よろしくお願いします。
野球部主将 入江 光希
〔１回戦〕 対 西海学園高校
〔日 時〕７月８日（日）14:30 プレーボール
〔場 所〕長崎県営野球場 長崎ビッグＮスタジアム

「自分が生徒に一番伝えたいことは何か」という軸をもって授業を作っていく難し
さを実感しました。生徒達から「わかりやすかった」と言ってもらえたときは、時間
をかけて授業準備してよかったと達成感を感じました。今回の経験を生かし教育現場
で働くという中学生からの夢を叶えます。お世話になりました。
貢献する事よりもご迷惑の方が多かったと思いますがとても貴重な経験ができま
した。大学や自由に生きることの楽しさというのは伝えられたのかなと思います。
どこかで会ったときには話しかけてください！ 鹿児島から応援しています。
ありがとうございました。

◆宮野

幹大（地学）

高校時代にタイムスリップしたような、夢のような時間でした。時に厳しく時に優
しく指導してくださる先生方や、駆け出しで未熟な私を「先生！」と言って慕ってく
れる生徒たちに囲まれ、幸せで胸がいっぱいになりました。

７月２７日（金）
■全体会【島原文化会館 大ホール】
校長挨拶
学校紹介、理数科紹介
■部活動見学・体験【各実施場所】

…13:30～15:40（受付 13:00～）

…16:00～

詳細はホームページを
ご覧ください。
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