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「志」を立てる
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今年の大河ドラマ「いだてん」は、日本が初めてオリンピックに出場した時の選手で、日本マラソン
の父といわれる金栗四三氏が主人公である。大河ドラマは戦国時代や幕末の歴史上の人物が主人公にな
ることが多いのでこのテーマに驚いているのだが、この主人公の恩師である嘉納治五郎氏について、昨
年度の「青き楓」で触れていたので、なおさら驚いた。嘉納氏（１８６０～１９３８）は東京大学出身
で、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も尽力された。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）などを歴任された教育者でもある。
その時の「青き楓」で述べたのだが、校舎１階の校史資料室の中に嘉納氏の２畳ほどの大きさの書が
ある。その書には、「志於善由於正 勉於成是為士之要 帰一齋 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、嘉納氏の夫人のお父様である東京帝
国大学教授竹添進一郎博士のご実家が、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。あ
るいは、嘉納氏の弟子である木村又蔵氏が昭和３年に島原中学に赴任され柔道を指 導され、島原中学を
県下で優勝させている。昭和３年は嘉納氏が数えの７０歳であったが、書にある「帰一斎」とは氏の７
０歳代の「号」であるので、その時の「書」かも知れないとも推測される。
ともかく、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、見る度に背筋が伸
びる思いがする。
今回はあらためて、嘉納氏が提言された有名な精神「精力善用」「自他共栄」を紹介したい。これは
大正１１（１９２２）年に提唱されたもので、「精力善用」とは柔道の修行によって高めた心身の力を
「精力」とし、これにより善を行うという意味である。この精神は人間の進歩に欠かすことの出来ない
もので、柔道の本質である。「自他共栄」とは、これを世のために使い、互いに助け合えば自分も他の
者も共に栄えるという考えである。（『嘉納治五郎』真田久 潮文庫）
ところで、本校の教育スローガン「輝け★２１世紀の旗手・青き楓たち」の「旗手」について、寺田
隆士元島原高校校長は次のように説明されている。「『旗手』とは人の上に立つ人ではなく、先頭を歩
く人のこと。進むべき方向を自ら定めつつ先頭を歩く人のこと。重い責任が伴い、危険も伴う。それで
も敢えて先頭を歩く気概が必要。人を愛する暖かい心がなければ人は続いてくれない」「何よりも大切
なことは、自己一身の利益より全体の幸福を優先する自己犠牲の精神がなければならない。」と。
私自身も、生徒面談時には、「将来世のため人のため自分は何をするのか、どう貢献するのか、そし
て、そのことに幸せを感じる『志』を立てて欲しい」と常々訴えている。
こう考えると教育の原点は「『志』をどう立てるのか」ということであり、島原高校は今も昔も、そ
のような教育をぶれずに行ってきていると思う。生徒諸君が、将来立派な大人になり、島原を長崎県を
日本を、はたまた世界を引っ張って行く人になることを心から願っている。
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７１回生２１０名が、１月１９・２０日に実施された「大学入試センター試験」を
長崎大学で受験してきました。
前日に行われた出陣式では、長池 PTA 会長様と校長先生から激励の言葉をいただ
き、さらに、出発の際は PTA の皆さんや１・２年生に盛大に見送っていただき、勇気
づけられました。本当にありがとうございました。
現在は、出願校を決定し対策を講じるなど、各自が次の目標に向かって準備をして
いるところです。これからが正念場ですが、いろいろな方々から応援してもらってい
るということを胸に、最後まで頑張ってくれると信じてい ます。これからも７１回生
の応援をよろしくお願いします。
今後の日程
■国公立大学前期日程試験
２／25（月）から
■前期日程試験合格発表
３／６（水）から
■公立大学中期日程試験
３／8（金）から
■国公立大学後期日程試験
３／12（火）から
■中期・後期日程試験合格発表
３／2４（日）まで

レスリング部
全九州高等学校レスリング新人選手権大会
剣 道 部
（
全国高等学校選抜剣道大会長崎県予選
女子団体 優勝 ※全国選抜大会出場決定
最優秀選手 岩本瑚々
優秀選手
山口菜々実
男子団体 優勝 ※全国選抜大会出場決定
最優秀選手 齋藤瑞貴
優秀選手
荒木 啓

団体５位 ※全国選抜大会出場決定
優勝 女子 62 ㎏級 吉武まひろ
２位 男子 80 ㎏級 喜多涼真
男子個人
３位 男子 60 ㎏級 内野浩聖
は全員
男子 65 ㎏級 森崎悠太郎
全国選抜
５位 男子 51 ㎏級 喜多瞭太郎
大会出場
男子 55 ㎏級 落水健太
決定
男子 71 ㎏級 濱﨑湧太

ラグビー部
（
長崎県高等学校新人体育大会 （10 人制）
３位

２月の主な行事予定

※九州大会出場決定

16 日（土）

2 日（土）土曜講座（1・3 年）
進研マーク模試（2 年 ～3 日）
5 日（火）高校入学者選抜（推薦）
1・2 年：自宅学習
3 年 ：3 校時 ま で授 業 後、 下 校
9 日（土）土曜講座（全学年）
13 日（水）雲仙百年の森づくり記念植樹（３年）
14 日（木）学年末考査時間割発表（1・2 年）
部活動休止（～25 日）

21
22
25
27
28

土曜講座（全学年）
小論文模試（2 年）
日（木） 学年末考査（1・2 年 ～26 日）
日（金） 特別編成授業終了（3 年）
卒業研究発表会（3 年）
日（月）～国公立大学前期日程試験
日（水） 卒業式式場設営・大掃除
日（木）卒業証書授与式予行･卒業記念品贈呈式
同窓会入会式

3/1（金）

第 71 回卒業証書授与式
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「私の町のジオパーク」発表会

理科

寺井 邦久

レスリング部顧問
稲本 康弘

理数科の
取り組み★

１月７日（月）～１２日（土）、島原市の「スペインレスリング競技等交流派
遣事業」に本校レスリング部員４名が参加しました。スペイン・マドリードでは、
現地の同年代の選手達と技術練習に取り組むとともに、一緒に食事をするなど交
流を深めました。また、スペインの日本大使館を訪問してきました。

１月 16 日（水）の６・７校時に、１年間にわたって進
めてきた地学講座の発表会があった。理数科生徒の出身地
は国見町から島原市、加津佐町、熊本県にまで及びそれぞ
れの出身地の身近なジオパークを掘り起こし、スライドを
用いて紹介した。神代の谷中山（たんなかやま）の奇妙な
形の山、鬼の岩屋古墳、熊本県松橋の熊本地震の傷跡、自
宅の庭の自慢話など内容は多彩で一人一人の個性が出た発
表内容だった。「人前で話す」、「原稿無しで話す」、「他
人がわかる説明や写真、図の工夫」など今後の社会生活に
も必要な表現力の育成になった。この経験は 2 年生から始
まる課題研究の発表力につながるものだ。

※島原市は、２０２０東京オリンピックにおけるスペインレスリングチームの事
前キャンプ等の受け入れを予定しています。

まゆやまロード健脚大会
１月 29 日（火）青空の下、まゆやま
ロード健脚大会が実施されました。
１・２年生が参加する恒例イベント
で、マラソン大会と隔年交互で開催され
ています。約 19km のまゆやまロードを
周回するコースで生徒たちは本校正門
のゴールを目指し、忍耐力やその健脚ぶ
りを発揮してくれました。
ルート上の地域の皆様方、ゴール後に
豚汁を提供していただいた保護者の皆
様方のご理解とご協力に心より感謝申
し上げます。

保健体育科

第２回「地域学」講演会

まゆやまロード大会上位入賞者
【団体の部】１位 １－２ 平均 2 時間 59 分 18 秒
２位 ２－１ 平均 3 時間 21 分 27 秒
【班対抗の部】
１年男子 １位
女子 １位
２年男子 １位
女子 １位
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２位
２位
２位
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班
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班
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１学年主任 小森 貴
１月 23 日（水）に「次代を担う高校生の資質・能力を育成する指導改善プロジ
ェクト」研究指定の一環として、「地域学」についての知見や理解を深め、今後
の取組みの参考にすることを目的に講演会を開催しました。講師として、長崎県
庁企画振興部地域づくり推進課から部長の宅島毅様、ながさき移住サポートセン
ターから移住相談員の中島悠様、就職相談員の荒木昌子様においでいただきまし
た。長崎県の人口が減少しつつある中で、県が実施している UI ターン者増加のた
めの施策を紹介していただくとともに、都会にはない長崎県の魅力（気候、自然
環境、治安、医療、通勤、余暇、生活費等）について
話していただきました。また、県が最先端産業、世界
を相手にする産業を育て支援していること、先進的な
取り組みをしている企業が県内にあること、独立や
起業等の様々な働き方もあることをお話いただき、
県内でできる仕事が従来より多様になっている現状も
教えていただきました。生徒たちは、「地域学」の
レポート作成の材料を得るとともに、自分の将来にも
思いを馳せたようです。

生徒会誌『楓』編集奮闘記！「楓」編集長

酒井

礼香（２―２）

私たち生徒会は、生徒会誌「楓」発行に向けて、原稿作りを行っています。
今年の生徒会誌は、毎年恒例の「楓辞苑」に加えて、島高生として覚えておくべ
きことを３年生に聞いてまとめた「３年生の豆知識」を掲載しました。思い描いて
いたものが徐々に形になっていくことは、達成感がありました。
生徒会誌「楓」は２月末に発行予定です。満足のいくものができたと思います。
ぜひ楽しんでご覧下さい。
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