令和元年９月号（通巻第 1６２号）

令和元年１０月１日（火）

島高だより
令和元年 9 月号

◆レスリング 9/28～10/1 アダストリアみとアリーナ（水戸市）

（通巻第 162 号）

少年男子選手：濱﨑湧太、喜多涼真、喜多康介

長崎県立島原高等学校
編集：研修広報部

校長室から

逆境からの志

校 長

渡邉

孝経

感動の青楓祭（体育祭・文化祭）が終わった。雨天日が続く中、例年以上に時間のな
い中での準備であったが、生徒諸君は、定められた時間の中で、最高のものを目指し、
最大の努力をし、例年以上のものをつくりあげた。本当に立派だと思う。
文化祭で放送部がステージ発表した「続 楓たちの日々」は、１９９１年に発刊され
た雲仙岳噴火災害体験記録集である「楓たちの日々」を当時の映像とともに朗読し、加
えて当時の「青き楓」の一人であり今本校に勤務している稲本康弘先生（当時の本多敏
高先生、山下小百合先生も背景写真で登場）の回想をまとめたも のであった。（今は青
き楓から紅葉になっているが）今後も噴火災害とその時の体験記録を伝え続けなければ
ならないと、職員はもちろん、観客であった保護者や地域の方もあらためて思われたこ
とだろう。
土石流や火砕流の被害をまともに受けた島原市民は、安全な場所への避難を余儀なく
された。携帯電話も普及していない当時は生徒の所在さえ把握できず、学校の教育活動
は著しく支障をきたしていた。「楓たちの日々」の編集委員であった、元本校校長の北
浦剛先生が「青き楓」（Ｈ２７年９月号）に次のように記されている。「交通を寸断さ
れ、自宅待機を余儀なくされ、臨時休校、さらに夏季休業の一ヶ月繰り上げなど、異例
ずくめの非常事態の中で、三地区分散学習会や急ごしらえの学年学習合宿など可能な限
り手段を尽くした。そういう中、出席率も極めて高く、当時の３年生は模擬試験で県内
トップの好成績を残した。そして、「楓たちの日々」の一つ一つの言葉は、災害に苦し
みながらもそれを言い訳にしない心の強さを、今の島高生に伝えているのかもしれな
い。」と。
島原高校に赴任して３年目であった私も、体育教師として、また剣道部顧問として、
「できるときに、できることをやろう」という当時の村川有校長の掛け声に勇気をもら
い、部活動を再開した。市内に戻れない間は市内と北目の生徒と有明町で稽古を行い、
その後１時間かけて、雲仙回りで有家町に行き有家中の道場を借りて南目の生徒との稽
古を行った。そしてまた雲仙回りで自宅に帰るという日々が４０日間続いた。やがて学
校には戻れるようになったが市内を横断する国道は封鎖されていたため、隣町に暮らす
生徒は通学には船を利用していた。降灰がひどく、道場の窓は開けられない状態での稽
古が続き、特に夏場は最悪の稽古環境であったが、翌年、赴任後初めてインターハイ男
子個人戦に出場した。
その１０年後の平成１６年初めて全国優勝した時に、出迎えて下さった柳川伸一校長
がおっしゃった最初の言葉は「ありがとう」であった。そして市長も同様であった。そ
の後剣道部は全国優勝男女合わせて１１回、２位１３回、３位２４回を収めるまでにな
ったが、全く勝てなかった赴任当時とこの噴火災害時の活動が私の部活動指導の原点で
あることに間違いなく、「我々が勝つことは、人や学校、地域のためになる。そうであ
るならば、そのことに幸せを感じられるようになろう。意気に感じて頑張れ」と生徒を
諭し、檄をとばしたことを思い出す。
噴火災害の時はまさに生徒、職員共に逆境の時であった。その時の受験生である３年
生は、第１志望に何が何でも合格するぞ、という覚悟があったと思う。それが結果とし
て模試成績に表れたのだろう。若き体育教師であった私もこういう時だからこそ部活動
を頑張って市民に「高校生は頑張っています。」ということを示し、島原市民に勇気を
出して生活して欲しいと願っていた。
人は逆境に立たされたとき、「今何が出来るか」と自分の心に問いかける。
逆境の中で芽生えた「志」は強く、決して揺るぐことがないと信じている。
学校ホームページアドレス http://www.shimabara-h.ed.jp/

落水健太、森崎悠太郎、稲本喬弘
少年女子選手：吉武まひろ
少年男子監督：稲本康弘先生
◆剣道 9/29～10/1 下館総合体育館（筑西市）
少年女子選手：森万穂、岩本瑚々、峯松加奈
少年女子コーチ ：福田俊太郎先生、土井裕佳先生
成年女子選手：中村久美子先生
◆陸上 10/4～10/8 笠松運動公園陸上競技場 （ひたちなか市）
少年男子選手：池田成諒（100ｍ、4x100ｍＲ）

■弓道部
■陸 上 部
令和元年度中地区高等学校新人体育大会
令和元年度長崎県高等学校新人体育大会
男子団体 第 3 位 島原高校Ａチーム
男子 100ｍ
第 2 位 白石光太郎 （九州大会出場）
男子個人 第 3 位 野原億人
男子 100ｍ
第 5 位 馬場隆旗
第 4 位 辰田亮太
男子 200ｍ
第 5 位 白石光太郎
女子団体 優勝
島原高校Ｂチーム
男子 4x100ｍＲ 第 4 位
第 2 位 島原高校Ａチーム
汾陽・白石・大場・馬場
女子個人 優勝
池田夏実
女子 400ｍ
第 5 位 本多美羽
第 2 位 森川まなみ
第 3 位 大久保里紗
■ソフトテニス部男子
令和元年度中地区高等学校新人体育大会
■合唱部
準優勝
前田泰輝・田浦眞人
第 74 回九州合唱コンクール
銅賞

10月 の お も な 行 事 予 定
＊9/26（木）～10/1（火）
二学期中間考査（1・2 年）学年末考査（3 年）
2
3
4
5
6
10
12
16

日（水）薬物乱用防止講話
日（木）早朝補習再開
日（金）高大連携事業（1・2 年）
日（土）土曜講座（3 年）
日（日）校内学習会（３年）
日（木）３年生激励会 （センター試験 100 日前）
日（土）進研記述模試（３年 ～10/13）
日（水）地学巡検（1 年理数科）

17 日（木）芸術鑑賞会
（13:30～ 島原高校体育館）
19 日（土）校内模試（3 年）
22 日（火・祝） 即位の礼
23 日（水）情報モラルマナー教育
26 日（土）駿台ハイレベル模試（1 年）
大学別オープン模試（3 年）
全統記述模試（3 年）
30 日（水）高校駅伝壮行会
☆ 乳幼児ふれあい体験（1 年）
16 日１－５

23 日１－４

25 日１－６

29 日１－１

31 日１－３

11 月 6 日１－２

携帯用サイト http://www.shimabara-h.ed.jp/k/
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青楓祭 2019 が開催されました。
雨天から一転、晴れ空の下で行われた体育祭。
文化部と各学年の発表で大いに盛り上がった文化祭。
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。
その心のアルバムに新たなページが加わりました。
そして、そこには喜びと感動がありました。
体育祭成績
【競技の部】優勝: ２班

第２位:１班

第３位:３班

【応援の部】優勝: ４班

第２位:６班

第３位:１班

■ 高校生活最後の体育祭を

競技の部で優勝という形で
終わることができたのは嬉
しい限りです。これは班員全
員が気持ちを一つにして勝
ち取ることができたからだ
と思います。１・２年生が最
後まで僕たちを信じて力を
貸してくれたおかげで、最高
の体育祭となりました。あり
がとうございました。
２班最高です ！
２班班長

本田

康大

■ 今年は雨が多く、あまりグ

ラウンドで練習ができませ
んでした。しかし、少ない練
習回数のなか、みんなで知恵
を出し合い試行錯誤を行っ
たことで、最後には優勝とい
う結果で終わることができ
ました。協力してくれた１・
２年生には感謝しかありま
せん。本当にありがとうござ
いました ！
４班リーダー長

増田

圭亮

■「It’s your turn ～主役はキミたちだ～」をテーマに生

徒全員で主体的に作り上げた青楓祭でした。短い期間での
準備だったのでとても大変でしたが、当日はたくさんの
方々が足を運んでくださいました。おかげでたいへん盛 り
上がり私たちも改めて信頼関係を築くことができ、仲間と
の絆をより深めて青楓祭を終えることができました。この
青楓祭は生徒全員の思い出となり、来年度の１２０周年記
念文化祭へ向けて最高の襷となったと思います。
生徒会常任委員長 ２年 原口 宗一郎

学校ホームページアドレス http://www.shimabara-h.ed.jp/

携帯用サイト http://www.shimabara-h.ed.jp/k/

