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「「「「２２２２度目度目度目度目のののの島原高校卒業式島原高校卒業式島原高校卒業式島原高校卒業式」」」」    

       これまで高校教師として、私は３年間の県教育委員会勤務時代を除いて３

４回の卒業式を経験した。担任、副担任、教頭、校長と立場は違うが、それ

ぞれに感動的で思い出に残る卒業式ばかりであった。そして、県立学校の校

長としては３月１日の全日制第６４回生と定時制第６０回生が最後となっ

た。卒業生一人ひとりに卒業証書を手渡す時はさすがに感無量になり、滲む

涙で卒業生の顔がよくわからなかった。「島高」の卒業生であることに誇り 

を持ち、２１世紀の旗手として彼らが大きく羽ばたくことを祈りたい。 

いよいよ３月３１日は私にとって２度目の「島高」の卒業式である。４年前、３８年

ぶりに校長として赴任した。私の高校時代の建造物は伝統の重みを感じるゴシック様式

の本館校舎と秋岳台しか残っていなかったが、質実剛健の気風とアカデミックで礼節を

重んじる校風が脈々と受け継がれており、懐かしさと同時にホッとしたことを覚えてい

る。この間、創立１１０周年記念事業（２２年度）、剣道部女子の全国３冠達成と剣道・

レスリング部の５つの「日本一」（２１年度）、県新人大会（２０年度）・県高総体（２

１年度）での各５本の優勝旗、レスリング部のインターハイ北東北大会団体戦３位（２

３年度）など生徒・教職員・ＰＴＡ・同窓会・地域等が連携し、「チーム・島高」とし

てすばらしい成果と実績を残してくれたことに感謝の気持ちで一杯である。 

そして、母校「島高」で教師生活の終止符を打つことができ、私は最高の幸せ者であ

る。よく教育関係者の間で言われるように、やはり「島高」は総合力で長崎県ナンバー

ワンスクールである。今後、名門校の仲間入りができるように、私は外から「島高」の

応援団として、いつまでも「島高生」と「島高」を応援し続けていきたい。この４年間、

「チーム・島高」として協力し支援していただいた全ての人に心から感謝すると共にお

礼申し上げます。本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島高だより 

平成 24 年３月号 

(通巻第 72 号) 

長崎県立島原高等学校 

編集：情報図書部 

校長室から 

校長 辰田幸敏 

 

卒業生代表入会挨拶卒業生代表入会挨拶卒業生代表入会挨拶卒業生代表入会挨拶    

４４４４月月月月のののの主主主主なななな行事予定行事予定行事予定行事予定 

３３３３学年主任学年主任学年主任学年主任    片山片山片山片山    泰成泰成泰成泰成    

５日（木）  ２・３年生登校自学 

          新入生オリエンテーション  

部活動紹介 

６日（金）  ２・３年生登校自学  

新クラス発表 

９日（月） 新・転任式、始業式、入学式 

１０日（火）   ２・３年生校内実力テスト（～

１１日）  新入生テスト 

＊ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ学級役員学級役員学級役員学級役員、、、、地区役員地区役員地区役員地区役員のののの投票用紙投票用紙投票用紙投票用紙をををを配布配布配布配布

しますしますしますします。。。。ごごごご協力協力協力協力をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 

１２日（木） 理数科１～３年生の対面式 

１４日（土） １年生スタディサポート 

１６日（月） ２・３年生早朝補習開始 

       ２年生学級合宿研修（～２６日） 

       １年生雲仙合宿研修（～１９日） 

２０日（金） ３年生公務員模試① 

２３日（月） １年生早朝補習開始 

２６日（木） １年生スポーツテスト 

              ＊歓迎遠足予備日 

２７日（金） 歓迎遠足 

卒業記念品卒業記念品卒業記念品卒業記念品のののの天幕天幕天幕天幕とととと展示展示展示展示パネルパネルパネルパネル    

卒業式の前日に、高城昭紀同

窓会長や東京から駆けつけ

て下さった八幡秀昭関東島

高同窓会長のご列席のもと、

同窓会入会式が行われまし

た。卒業記念品として天幕と

展示用パネル (20 枚 )が贈ら

れました。 

    

              3 月 1 日(木) 本校体育館において「卒業証書授与式」

が行われ、第 64 回生 272 名がこの島原高校を巣立って

いきました。 

卒業生にとって島原高校での 3 年間はどのような 3 年

間だったのでしょうか。島原高校は進学を希望する生徒

がほとんどで、早朝補習や学習合宿など勉強が大変な学

校です。その中で、自分の将来の夢をみつけ、その実現

に向けて地道に努力を積み重ねていた姿がとても印象に

残っています。 

高校生活 3 年間の中で、最後の 1 年間は最高学年としてのまとめの年でした。高総体

では剣道部男女、レスリング、弓道女子が優勝するなど 4 本の優勝旗を持ち帰り、ソフ

トテニス部男子の準優勝、サッカー部の 3 位と、素晴らしい成績を残してくれました。

8 月の 7 泊 8 日の雲仙学習合宿では、自分の限界に挑戦して１日 11 時間あまりの学習

に取り組みました。9 月の体育祭では受験勉強で忙しい中にも、クラスの仲間が協力し

合って応援活動など一生懸命にやり遂げ、完全燃焼しました。そして大学入試センター

試験本番、緊張の中にも自分の力を十分に発揮すべく最後の 1 秒まで頑張り抜きました。 

うまくいったこと、いかなかったこと様々だと思いますが、この 1 年間の経験はこれ

から先の人生において、とても素敵な宝物になると思います。「あのとき自分は頑張れ

た」という自分自身への信頼を胸に、これから遭遇するたくさんの苦難を乗り越え、更

なる成長を遂げてくれることを心から期待しています。ひと回りもふた回りも大きく成

長した卒業生の皆さんに再会できるのを楽しみにしています。  頑張れ！ 64 回生。 

 

卒 業 証 書 授卒 業 証 書 授卒 業 証 書 授卒 業 証 書 授 与与与与    

卒業生卒業生卒業生卒業生    入場入場入場入場    在校生代表在校生代表在校生代表在校生代表    送辞送辞送辞送辞    卒業生代表卒業生代表卒業生代表卒業生代表    答辞答辞答辞答辞    
卒業生卒業生卒業生卒業生    退場退場退場退場    

『『『『青青青青きききき楓楓楓楓たちのたちのたちのたちの前途前途前途前途にににに幸幸幸幸あれあれあれあれ』』』』 
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 3 月 16 日（金）に平成 23 年度理数科課題研究発表会がありました。自分たちで設定した課

題について 1 年間研究を行った内容を、理数科 1 年生や多くの先生たちの前で発表しました。発

表の内容に関して 1 年生の中からも多くの質疑があり、活発な課題研究発表会となりました。 

【審査結果】 

最優秀賞： 植生班植生班植生班植生班「「「「垂木台地垂木台地垂木台地垂木台地のののの植生植生植生植生とととと季節季節季節季節ごとのごとのごとのごとの変化変化変化変化をををを調調調調べるべるべるべる」」」」 

優秀賞： 地学班「眉山崩壊における流山の分布」   

優秀賞： 化学班「豆腐作り」  

数学班「円の面積」 

      物理班「紙飛行機の研究」  

生物班「植物の種子による発芽実験」 

第第第第 5555 回回回回ジオパークジオパークジオパークジオパーク国際国際国際国際ユネスコユネスコユネスコユネスコ会議会議会議会議（（（（平成平成平成平成 24242424 年年年年 5555 月月月月 12121212 日日日日～～～～15151515 日開催日開催日開催日開催））））    

 ジオパーク国際ユネスコ会議は 2 年ごとに開催される国際会議です。これまでに中国、イギリ

ス、ドイツ、マレーシアで開催され、今回の大会は日本で初めての開催となります。ジオパーク

の目的は「地質遺産を保護しながら、計画的に教育や観光に活用し、地域経済を発展させること」

です。今回の会議では、現在の理数科 1 年生が地学セミナーで 1 年間学んだ内容を英語で発表（ポ

スター発表）をする予定です。 

 

主 な 合 格 校  
（３月１８日現在） 

国公立大学後期試験も終わり、今年度の現役生の合格状況（推薦及びＡＯ入試を含む）について、

中間とりまとめができましたのでお知らせします。 

 今年度のセンター試験は昨年度に引き続き易化し、900 点換算で文系で約５点、理系では約１５

点も平均点がアップしました。それに伴って高得点者も増加し、国公立大学前期試験においては、

旧帝大クラスの難関大学や医学部医学科で１点差で合否が分かれる厳しい入試が行われたもようで

す。また、景気低迷に伴う「国公立大志向」や薬学・看護・医療系・教員養成系といった資格の取

れる学部・学科への人気集中も相変わらずの状況でした。 

 これまでに判明している合格状況については以下のとおりです。なお、国公立大学については前

期試験までの実合格者数、他はのべ合格者数です。国公立大学の中・後期試験結果を含めた最終合

格者数については次号で報告します。  
○○○○大大大大        学学学学 国立大学９３名（うち医学部医学科…佐賀大学２名、歯学部…鹿児島大学１名  

薬学部…長崎大学３名）公立大学１２名  私立大学２１６名    
○○○○短短短短        大大大大 私立短大１１名 

 ○○○○大大大大  学学学学  校校校校 水産大学校１名 

  ○○○○専門学校専門学校専門学校専門学校 看護専門学校１９名 その他の専門学校１４名 

  ○○○○就就就就        職職職職   公務員３名 自衛隊８名 

〈〈〈〈国立大学国立大学国立大学国立大学・・・・前期前期前期前期９３９３９３９３名名名名〉〉〉〉    

筑波大１名 群馬大１名  埼玉大１名 東京学芸大１名  一橋大１名 横浜国立大１名   京都大１名  
大阪教育大１名 鳥取大３名  島根大２名  岡山大４名 広島大２名 山口大５名 徳島大１名  
九州大７名 九州工業大１名  福岡教育大７名  佐賀大７名（医学部医学科２名） 長崎大２１名  
熊本大１５名 大分大３名  宮崎大２名 鹿児島大４名  琉球大１名 

 
〈〈〈〈公立大学公立大学公立大学公立大学・・・・前期前期前期前期１２１２１２１２名名名名〉〉〉〉    

大阪市立大１名 新見公立大１名 県立広島大３名 山口県立大１名 北九州大１名  
長崎県立大２名 熊本県立大１名 宮崎公立大１名 名桜大１名 

 
〈〈〈〈私立大学私立大学私立大学私立大学・・・・主主主主なななな合格校合格校合格校合格校〉〉〉〉    

青山学院大１名 中央大２名 東京女子大１名 法政大１名 明治大４名 立教大１名  
早稲田大１名 立命館大２名 関西大２名 関西学院大２名 西南学院大８名 中村学園大５名 

福岡大２２名 活水女子大８名 長崎純心大１１名 長崎国際大１２名 九州看護福祉大６名  
熊本保健科学大８名 

 
〈〈〈〈公務員公務員公務員公務員〉〉〉〉    

島原地域広域消防吏員１名 長崎県警察官１名 愛知県警察官１名  

自衛隊一般曹候補生２名 自衛隊航空学生１名 自衛官候補生５名 

進路指導主事進路指導主事進路指導主事進路指導主事    宮本宮本宮本宮本    等等等等     

３月１５日（木）、１年生２３４名が長崎大学の水産学部と工学部、 

長崎純心大学に分かれて訪問し、研究室見学や講座に参加しました。 

２年に進級すると理系・文系に分かれるため、その準備段階として、 

「大学とその中身を知り、進路意識を高める」ことを目的として実施 

した。１学年としては初めての試みでした。各大学・学部とも、島高 

生のために丁寧に準備をしていただいたおかげで、６６回生は大変貴重な経験ができたようです。

大学の学食もみんなで楽しく味わい、水産学部に訪問した生徒は「島原にある多くの食品会社と長

崎大学とのつながり」も知ることができ、参加してよかったと感想を述べていました。 

理数理数理数理数科科科科    ２２２２年生年生年生年生    課題研究課題研究課題研究課題研究発表発表発表発表会会会会    

 

２０１３年に長崎県で行われる、全国高校総合文化祭『長崎しおかぜ総

文祭』の５００日前のイベントが、３月１０日（土）霊丘公園の初市会場

にて行われました。当日は島原地区の高校の文化部を中心に、太鼓や吹奏

楽、バトントワリングなどの演奏や演技を披露しながら、一般の方々に広

く全国総文祭を知ってもらおうと、生徒達が熱心に広報活動を行いまし

た。当日は天気も良く、たくさんの方々にイベントを見ていただくことが

できました。本校からも合唱部と理学部が出演したほか、放送部はイベン 

トの取材活動を行いました。また、２年生の本田瑞貴君と１年生の谷口隼斗君は、実行委員として

この日のために何日も会議を重ね、イベントの運営にあたりました。 

 

３月１６日(金)に平成２４年度入学者選抜の合格者が発表されまし

た。合格者の受検番号が張られたボードに一斉に駆け寄り、大喜びす

る姿がたくさん見受けられました。 

 早速３月１９日（月）には合格者テストと保護者同伴説明会が行わ

れ、高校生活への準備が始まります。入学式は４月９日（月）です。

希望を胸に島原高校の門をくぐられることを、心待ちにしております。 

 

○剣 道 部 

平成２３年度九州高等学校選抜剣道大会 

    男子個人の部  優優優優    勝勝勝勝    藤野   麗太   

    女子個人の部  準優勝   山﨑 瑠美   

優秀選手    男 子   渡邊 賢人  

女 子   阪本 皇子      

               

部活動部活動部活動部活動等等等等のののの主主主主なななな成成成成績績績績    

平成２３年度第１４回大霧島旗争奪高校剣道錬成大会  

女子団体の部     準優勝  
 
◎第５７回青少年読書感想文長崎県コンクール 

自由読書の部  優良賞  本多 立季        

 

理数科主任理数科主任理数科主任理数科主任    

細田細田細田細田    正俊正俊正俊正俊    

１１１１学年主任学年主任学年主任学年主任    島田島田島田島田    朋朋朋朋成成成成    

生徒会指導部生徒会指導部生徒会指導部生徒会指導部    

谷口谷口谷口谷口    英次英次英次英次    


