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「 自分の
自分 の 頭 で 考 える」
える 」ということ
校長

北浦

課題研究発表大会・
課題研究発表大会
・有家川水質調査

剛資

島高生の「Ｓ」は「Ｓcience」のＳ。品格には「理性」が伴わなければなら
ない。
■ いま 改 めて「
めて 「 鉄 は 熱 いうちに 打 て 」
県高校総体が終わり、大部分の３年生はそれぞれの進路実現に向けていわゆ
る受験体制に入り、日々の授業はもとよりこれまでの早朝補習に加え放課後補習やそれに
続く自学に励んでいる。島高生の気質はのんびり屋が多く、受験が終わる頃になって初め
て闘志に火がつくというパターンが多く見受けられる。高総体が終わって３週間になろう
とするのに、グラウンドの声を聞いてぼんやする「燃え残り症候群」や、きつい受験から
目を背けようとする「逃避型」の人がいるのではないか。３年生は特に暑い夏を挟んで６
～９月が書き入れ時。逆に言えば１０月以降はセンター試験の出願などが始まり、落ち着
いて学習に集中できなくなる。人は長い人生の中でも、この受験期に最も学力が伸びる。
「鉄は熱いうちに打て」はまさに「好機、逸すべからず」の教訓なのである。
■ 日 々 の 学習 の 「 質 」 の 点検 を
ところで、これまで３０年余りの教員生活で、生徒たちに一貫して言い続けてきたのは
「考える高校生たれ」ということだ。甘えや我がままがはびこる今どきの高校生気質に対
して、厳しい社会を自立して生き抜いていくためには、受け売りではなく自分の頭でしっ
かり考えることが大切であり、自ら出した結論については自分で最終的な責任を持ってほ
しいと思うからだ。
自分の頭でしっかりと考えるためには、知識を蓄え、客観的な判断力とバランス感覚を
身につける必要がある。ただ知識があっても智恵がなければ、考えたことにならない。日々
の学習においても、単に本文を写すだけ、辞書を引いてもどの意味が最もふさわしいかを
考えもせずただ転記するだけ、そんな勉強の真似事を続けても学力はつかない。この機会
に自らの学習方法を点検し、島高生として「自分の頭で考える」習慣をぜひ身につけても
らいたい。

細田

正俊

６月１３日（水）に、大村市のシーハットおおむらさくらホールにて第６回長崎県理数科高等学
校課題研究発表大会が開催されました。この大会は、理数科が設置されている長崎県内の５校（長
崎北陽台、島原、諫早、大村、猶興館）から代表８チームが参加し、課題研究の成果を発表するも
のです。最優秀賞の１校は８月に開催される中国・四国・九州大会に口頭発表で参加します。
島原高校からは、３年生の植生班が「垂木台地の植生遷移」について発表を行い、理数科１・２
年生は発表を見学に行きました。この研究は理数科で何年も続いており、雲仙普賢岳の噴火災害に
より焼失し、裸地となった垂木台地の植生調査をすることで植生遷移の過程を学習するという内容
です。現地調査を年４回実施し、そのデータを元に発表をまとめました。結果は、惜しくも上位大
会への進出はできませんでしたが、この研究は継続的に行っていきたいと思います。発表者の皆さ
んお疲れ様でした。
生徒感想

どこもレベルが高く、自分たちもがんばらなければという刺激になった。全体的に
ふるさとの環境や土地柄についての発表が多く、とても参考になった。私も島原の地域でしかでき
ない、島原のためになる研究をしたい。

６月 11 日(月)に、理数科１年生が環境教育の一環として有家川の水質調査を行いました。
この水質調査は、川底に住んでいる生物（サワガニやカゲロウなど）が水質によって違うことに着
目し、その川の水質を水質階級Ⅰ（きれいな水）、水質階級Ⅱ（少し汚い水）、水質階級Ⅲ（汚い
水）、水質階級Ⅳ（大変汚い水）の４階級に判定する調査です。
講師として環境アドバイザーの小川保徳先生にお願いし、午前中に有家川の川底の生物を採取し、
午後に学校に持ち帰り顕微鏡で指標生物（水質の程度を判定する生物）の種類や数を確認しました。
今回の調査で、有家川の水質は昨年と同じ水質階級Ⅱ(少し汚い水)となりました。今年の調査では、
有家小学校の児童たちも参加し、一緒に有家川の環境について考えることができました。有家川の
周辺には空き缶などのゴミも落ちており、一人ひとりが意識することで少しずつでもきれいな環境
にしていきたいですね。
生徒感想

水中の
水中の生物採集

・川を汚したりしているのは、人間であるケースが多い
ことも分かりました。ですから自分も、排水の処理に
気をつけたりして、川の保全に貢献していきたいです。
・私の家の近くにも川があります。私たちに恩恵を与え
てくれる自然に感謝し、またその保全に力を入れてい
る方にも感謝して、自分にもできることはやっていき
たいです。

採集物 を 観察

主な部活動実績等
レスリング 部
平成２４年度第５３回全九州高等学校
レスリング選手権大会
個人戦 ５０㎏ 第２位 岡田 幹大
７４㎏ 優 勝 松坂 誠應
８４㎏ 第２位 佐藤 聖翔
１２０㎏ 第３位 内田
匠

放 送 部
第 59 回 NHK 杯全国放送コンテスト長崎
大会
アナウンス部門 優秀賞 長橋 紘子
優秀賞 横田 千晶
朗読部門
全国大会出場

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

高総体４日目の６月４日（月）、学校に残った生徒・教職員全員で
ボランティア活動を行いました。これは高総体期間中の恒例行事で、
島原のシンボル島原城、及び武家屋敷周辺の清掃活動を行うものです。
当日は曇ってはいましたがなんとか持ちこたえ、城内各所や武家屋敷
を中心にボランティア活動を行うことができました。また、ＰＴＡの
方々にも参加していただき、共に気持ちいい汗をかくことができまし
た。ありがとうございました。

携帯用サイト http://www.shimabara-h.ed.jp/k/
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・ 坂本
・ 山本
・ 小川
・ 村上

知霞 [化学]
化学 ]
奈美 [公民]
公民 ]
美南 [英語]
英語 ]
傑 [ 保健体育]
保健体育 ]

平成 2４年６月２８日（木）

・ 佐藤 慶之 [生物]
生物 ]
・ 草野 直人 [音楽]
音楽 ]
・ 甲斐 勇太 [保健体育
保健体育]]

管弦楽部部長 安永 楓
６月２日(土)サンプラザ万町で、第５回街角オーケストラを開催し
ました。会場は満席で立ち見がでるほどたくさんの方々に来ていただ
き、感謝の気持ちでいっぱいです。クラシック音楽はもちろん「情熱
大陸」や「宇宙戦艦ヤマト」など、みなさんが一度は耳にしたことの
ある曲を演奏し、最後は引退する３年生の先輩方の感動の言葉で涙の
フィナーレとなりました。
また、６月３日(日)災害記念館の祈りの灯コンサートで演奏させて
いただきました。
３年生が引退し、今では１５人という少ない人数となりましたが、こ
れからも地域との関わりを大切にしながら、一人ひとりが成長してい
ける管弦楽部でありたいと思います。

・ 田口 文 [ 生物]
生物 ]
・ 喜久 優佳 [ 英語]
英語 ]
・ 今村 圭太 [ 保健体育]
保健体育 ]

教育実習生のコメント
教育実習生 のコメント
・申し訳ないくらい分かりにくい授業をした後でも、生徒とのコミュニケーションが何
度も自分を救ってくれました。
・実際に学校の現場で教育実習をさせていただいて、社会人になるうえで大切な事を学
ばせていただきました。
・あの４５分には先生方の試行錯誤がつまっているんだと身をもって感じました。
・先生方は朝早くから夜遅くまで仕事をされ、授業もいかに興味をもってもらえるかを
追求されていて、本当に生徒のことを大事に思っているんだなと感じました。
・自分ではここが大事だと思って教えているつもりでも、実際生徒には伝わっていない
という事が多々あり、日々反省の連続でした。
・毎朝５時半起きが辛かったです。高校生の時にはそれが当たり前だったのに毎日が憂
鬱でした。
・学ぶことだらけの３週間でした。この実習を通して教師になりたいと、より強く思う
ようになりました。

野球部主将

田中

秀和

私たち野球部は７月７日から開催される第 94 回全国高等学校野球選手権長崎大会に
出場します。１回戦は７月９日(月)に大崎高校と対戦します。相手はどんなチームか
分かりませんが、一球一打に自分たちの気持ち
を込め、全力プレーを心掛けるとともに、私達
野球部を支えてくださる全ての方々への感謝の
気持ちを胸に、勝ちにこだわって戦ってきます。
応援よろしくお願いします。

７月の 主な 行事予定
文芸部顧問：西門

耕二

合唱部部長
６月１７日（日）、一
番街アーケード・ビジ
ーホールにて、平成２
４年度の文化部合同
発表会（文芸部演劇発
表会、美術部・写真部
作品展示会）を開催し
ました。校外で発表を
するのは今年で２回
目ですが、８０名以上
の方にご覧いただき、小振りなホールです
がほぼ満席になりました。各部とも充実し
た発表でご好評をいただきました。会場を
どこにするかなど検討しながら、恒例の行
事として来年以降も定着させていきたいと
考えています。

志岐

龍哉

私たち合唱部は 7 月 15 日に行われる
九州合唱コンクール長崎県予選に出場
します。昨年は惜しくも銀賞で九州大
会に出場することができませんでし
た。今年はその悔しさを胸に、予選を
突破し、さらに上の大会へ進むことを
目標に日々練習に励んでいます。課題
曲は聖なるキリストをあやす優しい子
守歌「Sing lullaby」を、自由曲では人間
の本能を動物に例えて表現した「動物
詩集」から「子猫のピッチ」と「ゴリ
ラのジジ」を歌います。部員 101 名の歌
声をホールいっぱいに響かせたいと思
います。

１日(日)

バイク通学生実技講習

２日(月)

学校評価

３日(火)

センター試験 200 日前

４日(水)

野球部・合唱部壮行会

６日(金)

高大連携出張講座

（生徒分実施、保護者分回収締切）

18 日(水)

19 日(木)
20 日(金)
21 日(土)

東大金曜講座⑩
７日(土)

進研記述実力テスト(1・2 年)

23 日(月)

進研記述模試（３年）～８日(日)
全国高校野球選手権長崎大会開会式
11 日(水)

生徒会役員任命式・交代式

13 日(金)

進路講演会（３年）文化会館

14 日(土)

土曜講座（全学年）

24
25
26
27
28

日(火)
日(水)
日(木)
日(金)
日(土)

小論文模試（３年）
17 日(火)

30 日(月)

金曜日の授業
教養セミナー「島高青楓塾」文化会館

31 日(火)

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

校内球技大会
（雨天時は木曜日の授業）
生徒会各種委員会（雨天の場合 19 日）
校内球技大会（予備日）
１学期終了式
全国高総体・総文祭壮行会
長崎大学ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ（１年）
土曜講座（２年）
代ゼミマーク模試(３年)～７月 22 日
授業設定日①
三者面談（全学年）～７月 31 日
授業設定日②
授業設定日③
授業設定日④
授業設定日⑤
夏季補習（全学年）
全国高総体開会式（新潟）
授業設定日⑥
島高オープンスクール
夏季補習（全学年）

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

