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9 月 18 日（土）に理数科 1 年生は講師の小川先生（長崎市環境保全課環境アドバイザー）のご
指導のもと、有家川水質調査実習を行いました。今回で 5 年目の水質調査ですが、生徒は川の中で
夢中で水生生物を採取していました。色々な種類の生物が小さな川に棲んでいて、その生物が川の
汚染の指標になることを実感し、河川をきれいにするためにどうすればよいかを考えるいい機会に

校長室から

「今、期待される学校とは･･･？」

校長 辰田幸敏
「人」は主として、学校教育と家庭教育により創られ育てられる。わけて
も学校教育の果たす役割は大きく、この機能なくしては人材は育たない。そ
れはしばしば家庭教育の機能を凌ぐとも言われる。
特に、人生で最も多感な時期を生きる中学生・高校生にとり、「学校」と「教師」と
の＜出会い＞は重要で、人間形成に必要な栄養分の大半をこの＜出会い＞の中から吸収
するのである。しかも、私の経験から言えば、「決定的とも言える影響」を受ける場合
が多い。教育熱心で教育に対する意識が高い親たちが中学校や高校に関心を集中させる
のは「学校」や「教師」の持つ、こうした機能の重要性を認識し、期待しているからで
あろう。
したがって、親たち保護者の「学校を見る目」は厳しく、進路指導や生徒指導、部活
動等で「目に見える実績」を上げ得ないでいる学校には、通学可能な同種・同レベルの
学校が周辺にある都市部では見向きもしない。
すぐ近くにライバルとなる同種の高校がないからと言って、私たち「島高」ももうす
でに＜今まで同様ではいられない＞時期にきている。「目に見える実績」を上げるため、
具体的実践的な指導計画を掲げ、共通認識のもと、すぐ動かなければならない。このこ
とが創立１１０周年記念年にあたり、私たち島高教職員が果たすべき当面の課題であろ
う。

もなりました。
【生徒の感想】
◆川に入るのは久しぶりで楽しく実習をすることができました。
初めて見る生物もたくさんいてとても良い経験になりました。
◆川の中にはどういう生物が棲んでいるのか
実習するまで知りませんでした。また、そ
の生物で川の汚染度を判断できるというこ
とに驚きました。また、実習をしたいと思
います。

大学入試センター試験（来年１月１５・１６日に実施）の１００日
前を迎え、１０月８日（金）に１００日前集会を実施しました。今後
の心構えや入試スケジュールの確認の後、看護や工学など、各分野に
分かれて説明を受けました。
１０月９日（土）～１１日（月）の３日間，希望する生徒を集めて
「センター試験１００日前学習会」を実施しました。参加者１１６名
（うち宿泊３４名）は１日１０時間あまりの自学に臨み、２日目には
英数国理の選択講座も行いました。青楓祭などの大きな学校行事が一
段落した後ということで、夏の雲仙学習合宿以上の集中力で臨んだ生
徒が多く、受験に向けての意識高揚やこれからの自学への取り組み方

の主な行事予定
【生徒の感想】
１日(月)

開校記念日

３年オープン模試

１８日(木)

１年ハイレベル模試
５日(金)

（島原市）
１９日(金)

６日(土)

３年対外マーク模試（～７日）

２０日(土)

３年センタープレテスト（～21 日）

８日(月)

授業公開（～12 日）

２２日(月)

１・２年期末考査時間割発表

１年理数科地学セミナー

２３日(祝)

３年オープン模試

１３日(土)

３年オープン模試（～14 日）

２６日(金)

３年進路講話

１６日(火)

１年部活動生支援学習会

２７日(土)

島原半島ＰＴＡ連合会秋季研修会

東大金曜講座

◆立てた計画ほど進まない＝時間が思ったほどは無いということに気づかされた。

創立 110 周年記念式典・演奏会

東大金曜講座
島原高校は明治 33 年４月に「長崎県立島原中学校」として開校し、今年は創立 110 周年にあた

（～18 日）

３年センタープレテスト（～28 日）

ります。それを記念して下記のとおり「創立 110 周年記念式典・演奏会」を開催します。

中学校保護者対象入試説明会

１・２年土曜講座

〔日

（南島原市）
１７日(水)

◆周りの生徒の集中力が凄く、自分も頑張れた。◆受験は団体戦という言葉の意味を強く感じた。
◆もう１分１秒も無駄にできない。自学に励む。◆大変有意義だった。先生や両親に感謝したい。

東大金曜講座

１２日(金)

ＰＴＡ評議員会

中学校保護者対象入試説明会

を考え直すなど、当初の目的を十分に果たした３日間でした。

２９日(月)

１・２年期末考査（～12 月 2 日）

中学校保護者対象入試説明会
（雲仙市）

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

〔場

時〕平成 22 年 10 月 30 日(土)
記念式典：10:00～
記念演奏会：11:15～
所〕島原文化会館
携帯用サイト http://www.shimabara-h.ed.jp/k/
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学級懇談会

学年ＰＴＡ

学年ＰＴＡ報告

【剣道部

（千葉）結果

入江洋平】

＜10 月 6 日（水）開催＞

私は 10 月２日から開催された「ゆめ半島千葉国体」の剣道競技に参加しました。
８月から合宿を重ね、九州国体を３位で通過しこの舞台に臨みました。県で死闘

【1 学年主任 吉田 英雄】
先日の学年ＰＴＡには、約４０％の保護者の方々に参加していただきました。ありがとうございま

を繰り広げた西陵のライバル達と今回は同じチームとなり、共に闘う中で信頼が
生まれてきました。福島、愛媛などのチームを破り、決勝では地元千葉と対戦し

した。先ず、入学から半年間の校内での生活状況（生徒の実態調査を交えて）をスクリーンでご覧頂

た結果、１－４で破れ、準優勝でした。破れはしましたが最高の舞台で戦えたこ

き、続いて、各分掌（教務・進路・生徒指導）からの概況報告に耳を傾けて頂きました。少しずつ高

とは私を大きく成長させてくれました。たくさんの声援をいただき、本当にあり

校生らしく成長している生徒たちの様子が感じられたのではないでしょうか。まだまだ課題の多い学
年ではありますが、今後もしっかり指導していきたいと思っています。ご理解・ご協力、よろしくお
願い致します。
【２学年主任 酒井 俊治】
平日開催にもかかわらず、約５５％の保護者の方々に参加していただきました。学年ＰＴＡでは、
特に「大学入試センター試験の変更点について」に保護者の方々の関心の高さを感じました。ちょう
ど１年後に迫ったセンター試験出願ですが、現２年生が受験するときから、理科と社会に変更が生じ
ます。未だ不透明な点もありますが、今後も情報収集を図り、生徒への指導に活かしていきます。参
加できなかった保護者の皆様は資料をご一読いただき、不明な点は何なりと質問してください。

がとうございました。
【提供：長崎新聞社】

【レスリング部

伊藤

優】

この度、千葉県で行われた国民体育大会で３位に入賞しました。このよう
な結果が残せたのは、今まで支援・応援してくださった方々のお陰であり、
非常に感謝しています。今回の国体は、敗れた準決勝も含めて多くの経験が
でき、非常に充実した大会にすることができました。来年は、高校生として
最後の年となります。今後は、自分をもう一度一から見直して、気持ちを切

【３学年主任 島田 朋成】
３学年は昨年より多い 54％の保護者の方々の参加をいただき、「受験生と保護者の受験に向けて
の心構え」をテーマとして体育館での全体会→学級での懇談会という流れで行いました。全体会では

り替え、「挑戦者」の心を持って練習に励んでいきたいと思います。
【提供：長崎新聞社】

【レスリング

馬場祐太朗

スポーツ専門員】

学年主任・進路指導主事より、「進路スケジュール」や「今後子どもと共に受験を乗り切るための留
意点」などを確認しました。また，学級懇談会では受験生をもつ親の悩みや子どもとの接し方などに

今回の千葉国体では準優勝という結果でした。今年からスポーツ専門員という

ついて、意見交換がなされました。生徒もこれからが正念場になりますが、保護者と担任・学年団が

立場で、母校である島原高校に来て、正直いろいろな不安とプレッシャーがあっ

協力し、生徒の夢を実現すべく援助していきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。

ての今回の準優勝は自分でも驚いています。このような結果が残せたのも、辰田
校長先生を始め、先生方の応援や普段の生徒たちの頑張っている姿がとても力に
なったからだと思います。今後は全日本など大きな大会があるので、出場するか

高城同窓会長 から寄贈

らには優勝を目指します。最後に、自分が関わった全ての人に感謝しています。
【提供：長崎新聞社】ありがとうございました。

された オキシメーター
【計測機器（過呼吸等）】

主 な 部 活 動 成 績
○男子ソフトテニス部

ありがとう
ございました

○弓道部男子

中地区高校新人大会
個人

第２位

幸田・長嶋組

県高校新人大会

４年連続

ソフトテニス部男子とサッカー
部が、毎朝、学校周辺の早朝清掃活
動に取り組んでいます。
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○弓道部女子

○バスケットボール部女子
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個人

優

勝
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