平成 3１年４月号（通巻第 157 号）

平成 31 年４月 26 日（金）

島高だより
平成 31 年４月号
（通巻第 157 号）
長崎県立島原高等学校
編集：研修広報部
校長室から

有無を言わない教育

校 長

渡邉

孝経

少年老い易く学成り難し 一寸の光陰軽んず可からず
未だ覚めず池塘春草の夢 階前の梧葉己に秋声
（若いときは時がたつのは早くいつのまにか年老いてしまうが、学問を成し遂げること
は難しい。だからこそわずかな時間でも軽んじてはならない。池のほとりの堤の若草の
ように若いときの夢がまだ覚めないうちに、階段の前の青桐の葉は、秋風によって音を
立てて落ちている。）
剣道を始めた小学４年生から、稽古の始めに、全員で正座をして「部訓」のように、
大きな声で詩吟していたのが、この漢詩である。当時、森岳公民館で指導に当たられて
いたのは阿部 誠治 先生であったが、小学１年生から６年生まで毎度、先生の詩吟の後
に続いて詠むことがきまりで、その後、稽古を始めていた。
先生もその意味には一切ふれなかったが、我々も漢字も意味も解からず、ただ大きな
声で詠んでいた。それが今でもすらすらと出てくる。脳のどこかに完全に書き込まれて
いるのであろう。本当に感謝である。現在の教育において、「子どもの目線で」とか、
「個に応じて」とか、さも当然のように論じられるが、有無も言わさぬこのような教育
があっても良いと思う。高校や大学の時に、この漢詩を何かの機会にすらすらと詠んだ
ら周りの友だちがびっくりし、優越感を少しだけ感じたことがあった。しかし今考えて
みると、意味を聞くこともせず、先生の言われるとおりに、ただ一生懸命に覚えて詠ん
でいた私も、昔は素直だったのだと、感心する。
現在、私は島原市剣道協会の理事長も拝命しているが、小学生の大会の時、大会挨拶
を述べることがよくある。相手は小学１年生から６年生までである。出来るだけ理解で
きるような言葉を選んで話しているが、剣道の専門用語や教えについては、やさしい言
葉にあえて言い換えずに、そのまま言うようにしている。解らなくても良いと思ってい
る。子どもたちには「剣道の大会の時や稽古の始めには、難しい話を正座して黙ってき
くものだ。」と思って欲しいし、それも剣道なんだと思って欲しい。そして、大人にな
った時「剣道の大会の時は、いつも難しい話があったなあ」と思い返して欲しい。
将来、その中の１人でもその時に言った言葉を調べたりして、心に刻んでくれていた
らこんな嬉しいことはない。小学校の時に先生の後に続いて詠んでいた漢詩を、今でも
すらすら言えることを知ったら、故阿部先生は喜んでくれるだろうか。
さて、新年度を迎えた島原高校であるが、1 年生が早速雲仙合宿で高校生活の厳しさ
を感じたのではないだろうか。高校はこういうものだということが前提に、有無を言わ
せず行うところもあったかも知れない。高校はそういうところだと思うし、そうあるこ
とが生徒たちにとっても良いと、本心から思う。
勉強でも部活でも、理由も分からないまま、無我夢中に突き進むような時代があって
も良いのではないだろうか。それが島高での３年間であって欲しいとも思う。

新入生代表宣誓

新入生入場

新入生代表挨拶

この春、平成最後の島原高校の新入生として７４回生２２３名が、桜の花びら舞い散る
中入学式を迎えました。
入学まもなく行われた雲仙合宿研修。この合宿の最大の目的は「全力を出し切る」こと。
体育委員の号令のもと一糸乱れぬ集団行動に挑戦しました。初日は体育科の先生方の声が
響き、苦しそうな顔を浮かべて歌い叫んでいた生徒たちも、二日目の集団行動訓練では体
を大きくのけぞらせながら大きく口を開けて、体育館を響かせるような大声で校歌を歌っ
ていました。これから始まる３年間の島高生活、２２３名全員を学年団一同全力で生徒た
ちを指導していきますので、ご家庭におかれましてもご支援よろしくお願い申し上げます。
１学年主任

74 回のスクワット

肩を組んでの校歌

松永

俊

作文活動での質問

■主な部活動実績■

レスリング部女子 吉武まひろさん
ジュニアクイーンズカップ （東京）
陸上競技部 池田成諒さん
５７㎏級 ３位
第３回アジアユース陸上競技選手権大会 （香港）
弓道部男子
男子１００ｍ 銀メダル
第５８回長崎県高等学校弓道選手権大会
剣 道 部
男子団体 優勝
第 2８回全 国 高校剣 道選抜大会
文芸部
女子
準優勝
第２回長崎県高等学校生徒創作演劇発表会
平成 31 年度長崎県 高等学校剣 道選手権 大会
県大会
男子
準優勝
グッドドラマ賞 演目「Colors (カラーズ)
女子
優 勝
創作脚本賞
田原千裕さん

５月の主な行事予定
２（木）・４（土）・６日（月） 学校開放
７日（火） 中間考査時間割発表
８日（水） 振替休日（ＰＴＡ総会）
９日（木） ＰＴＡ評議員会・専門委員会
１１日（土） ＰＴＡ総会・学年ＰＴＡ・学級ＰＴＡ
授業公開（３・４限）
１３日（月） PTA 総会報告会（１９：００～）
１５日（火） ～１６日（水）中間考査（２・３年）

２０日（木） 生徒総会
２１日（火） 短縮 40 分授業（～29 日）
２３日（木） 応援練習（～28 日）
２７日（月） 振替休日（高総体）
２８日（火） 早朝補習休止（～6/5）
２９日（水） 県高総体壮行会
３０日（木）防災避難訓練
３１日（金） 県高総体総合開会式（諫早）
６/１(土)～６/４(火) 県高総体
６/５（水） 振替休日（高総体）
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進路指導部主任
卒業生数

236 名（男子 122 名

国立大学
公立大学
国公立大学計
大学校
私立大学
短期大学
医療系専門学校
各種専門学校
各種学校
公務員
自衛隊

女子 114 名）

31年3月卒
99
25
124
2
229
11
16
11
1
2
15

本多敏高

※過年度卒は把握分のみ

過年度卒
7
0
7
1
8
1

合計
106
25
131
3
237
11
17
11
1
2
15

◎主な国公立大学合格者数（現役）
室蘭工業１ 筑波１ 宇都宮１ 埼玉１ 電気通信１ 山梨１ 愛知教育１
大阪教育１ 鳥取１ 岡山１ 山口７ 愛媛１ 九州６（歯１） 九州工業２
福岡教育４ 佐賀１３ 長崎２０（医１） 熊本１０ 大分８ 宮崎７ 鹿児島７
鹿屋体育１ 琉球３ 都留文科１ 広島市立２ 北九州市立４ 福岡県立１
福岡女子１ 長崎県立１１ 熊本県立３ 大分看護科学１ 宮崎県立看護１
◎主な私立大学合格者数（現役）
青山学院１ 慶應１ 国学院３ 中央２ 明治３ 立教３ 同志社５ 関西２
関西学院１ 近畿 3 西南学院 14 中村学園 7 福岡 27 活水女子 5
長崎純心 27 崇城 8 熊本保健科学 2
◎過年度卒業生の主な合格校
東京１（理一） 岡山１ 佐賀２ 長崎２ 熊本１（医） 防衛医科大学校１
立命館２ 福岡歯科２ 福岡１ 西南学院１

在籍 236 名中、センター試験に 211 名（89.4％）出願、受験 209 名、国公
立大学個別試験出願 145 名、前期受験 136 名、中後期受験 46 名。合格状況は
上表のとおりである。
71 回生も先輩同様、学習と部活動の両立によく努め、休日返上での登校自学や
夏季学習合宿に積極的に参加してくれた。また、71 回生は 4 月当初から夜 8 時
までの学校開放を行い、多くの生徒が自主的に学習に取り組み、学年全体で頑張る
雰囲気が形成され、10 年ぶりに国公立大学の合格率が５０％を超え、九州大学 6
名合格、国立大学医学科合格をはじめとして、素晴らしい結果を残してくれた。
また、過年度生についても東京大学、国立大学医学科などに合格を果たした。自
分の夢や目標に一歩でも近づこうと、再び大学入試にチャレンジした卒業生の皆さ
んに敬意を表するとともに、後輩の皆さんにも最後まであきらめず真摯に取り組む
姿勢を受け継いでほしい。

この春、 12 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。

酒井

俊治酒（さかい

としはる）

①教頭（数学）②動画鑑賞、システム系

荒木

健輔 （あらき

③５年ぶりです。母校のため精進します。

けんすけ）

①化学 ②パソコン、機械いじり ③対馬高校では化学担当が１人だけで、さみしい感じでした。
理科の先生がたくさんいらっしゃる学校で、しっかり学びなおしたいと思っています。よろしくお
願いします。

神嵜

雅史 （かんざき

まさし）

①日本史 ②子どもとの地域巡り ③歴史と伝統がある島原高校に勤務できることをとても嬉しく
感じています。精一杯がんばりたいと思います。

福島

華江 （ふくしま

はなえ）

①数学 ②海外旅行(特にアジア)、韓国語を少し話せます
るように頑張りたいです。よろしくお願いします。

浦谷

哲治 （うらたに

③早く慣れて、島原高校の一員となれ

てつじ）

①数学 ②釣り、サッカー観戦 ③１日でも早く、島原の生活に慣れ、地域の方々のお役に立ちた
いと思っています。よろしくお願いします。

中村

久美子 （なかむら

くみこ）

①保健体育 ②旅行、映画鑑賞 ③近隣の中学校に勤務していましたが、今回の異動で母校で働く
ことができ、嬉しく思います。よろしくお願いします。

犬塚

千裕 （いぬつか

ちひろ）

①国語 ②イラストを描くこと、焼肉、旅行 ③はじめまして！初任校が伝統ある島原高校という
ことで大変嬉しく思うと同時に緊張と不安で胸がいっぱいです。学び学びの一年ですが、笑顔を絶
やさず一生懸命頑張りたいと思います。

土居

隼人 （どい はやと）

①日本史 ②読書、釣り、野球、スポーツ全般、映画鑑賞 ③教師として最初の一年であり、島原
で生活することも初めてで、緊張や不安が多々ありますが、これから島原高校の皆さんと共に学ん
でいくことへの期待も沢山抱いています。多くのことを共有し、成長していきたいと思います。

本村

俊貴 （もとむら

としき）

①数学 ②ファッション 、高校時代は水泳 ③１年ぶりの島高ですが、気持ちを新たに頑張りたい
と思います。どうぞよろしくお願いします。

平野

智美 （ひらの

ともみ）

①英語 ②読書、お菓子作り ③進学や教科指導について積極的に学んでいきたいと思います。ま
だまだ未熟な点も多いですが、自ら動いて少しでも多くの経験を積んでいきたいです。よろしくお
願いします。

内田

伸也

（うちだ

しんや）

①事務室 ②スポーツ観戦(サッカー、野球、テニス等)、ドライブ(目的地を決めない)
早く島原高校の雰囲気に慣れたいと思います。よろしくお願いします。

西永

亮太 （にしなが

③１日でも

りょうた）

①情報 ②エレキギター、動画鑑賞 ③生徒の皆さんが夜寝る前に「明日は情報があるから楽しみ
だな」と思えるような授業を行いたいと思っておりますので、仲良く、楽しく日々を過ごし、共に
学べたらと願っております。よろしくお願いします。

５月１１日（土）にＰＴＡ総会、学年ＰＴＡ・学級ＰＴＡを開催いたします。
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