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「向こう岸」へ移る覚悟
校長

北浦剛資

島高生の「Ｓ」は「Ｓcience」のＳ。 島高では 、 ３年進級時に北校舎へと移動する。
■「北校舎」の歴史

そもそも北校舎は、昭和４８年、ちょうど私たちが高校３年の頃であったが、そ
れまで音楽教室・購買部と食堂・美術教室として使われていた木造の旧講堂と、それ
に連なる同じく木造の家庭科教室棟が危険校舎として解体され、その跡に建設された
鉄筋４階建ての校舎である。その当時はオイルショックと重なり建設資材の質が悪か
ったと聞いたこともあるが、内部改修などを経てこの３月末で満４０歳の誕生日を迎
える。実は、昭和４９年度から募集定員が９学級に増えたため、普通教室の増設が迫
られていた。その後、昭和５１年度初めには南校舎が完成し、さら に昭和６３年には
５階建ての新・南校舎が増築されて、現在に至っている。
■「北校舎」＝大人社会へのトンネル

私が教諭として母校に赴任した平成２年には、北校舎２階を定時制と共用で２年生
の一部が使っていたが、学級減に伴い現在のように、南校舎には１・２年生、３年生
になると北校舎という教室配置が定着した。南校舎で１・２年生の担任をしていた時
は、中庭を隐て向こう岸に見える３年生の様子をよく引き合いに出して、来年・再来
年の自分たちの姿を想像させたものだった。帰りのＳＨＲが終わると一斉に部活動に
走る自分たちと違って、３年生はそれから放課後補習が２コマあり、さらに自学へ続
く。それこそ朝から晩までわき目もふらず勉学に勤しむ、それが島高の３年生の姿だ
と、対岸から見て強く意識に焼き付けられてきた。だからこそ３年生になって高校総
体が終わると、いい意味での開き直りができているので、意識の切り替えがスムーズ
にできるのである。新３年生は、北校舎での試練・鍛錬を通して、大学へ、実社会へ
と羽ばたいていく。つまり島高生にとって「北校舎」とは、ここをくぐって大人社会
へとつながる「トンネル」でもあったわけだ。
１２日（土） スタディサポート（１年）
地区新人戦（バレー男子会場）
１４日（月） 早朝補習開始（２・３年）
４日（金） 入学予定者オリエンテーション
雲仙合宿（１年 ～17 日）
登校自学（２・３年）
１８日（金） 理数科対面式
７日（月） 登校自学（２・３年）
１９日（土） 県春季戦（ﾊﾞｽｹｯﾄ会場～20 日）
クラス発表・教室下足移動
２１日（月） 早朝補習開始（１年）
８日（火） 始業式・新転任式・入学式・ＰＴＡ入会式
議案書検討・部活動生集会
９日（水） 諸調査・学級役員選出、新入生ﾃｽﾄ
２２日（火） 心電図（１年）
校内模試（3 年 ～10 日）
２３日（水） ７限→月の７限
校内実力（2 年 ～10 日）
２４日（木） 体力テスト・身体測定（１年）
１０日（木） 雲仙合宿オリエンテーション（1 年） ２５日（金） 火曜日の授業
容儀指導、地区別集会
レントゲン検査（１年・職員）
１１日（金） 全校朝会、学級役員任命式
２８日（月） 歓迎遠足（雨天時は歓迎会）
生徒評議員会・各種委員会
３０日（水） 交通安全講話

4月の主な行事予定
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2 月 28 日（金）に同窓会入会式、3 月 1 日（土）に第 66 回卒業証書授与式
が行われました。剣道部女子のインターハイ優勝や長崎しおかぜ総文祭における
運営など全国レベルの大会での素晴らしい活躍・実績を残した 66 回生は、校是
「文武両道」を貫き通し、真の島高生の姿を後輩たちに示してくれました。
高校生活での多くの思い出を胸に、普通科 195 名・理数科 38 名、計 233 名
が本校を巣立ちました。これからはそれぞれ別々の道を歩むことになりますが、
みなさんがこの三年間で培った克己心を胸に「大きく色鮮やかな輝きを放つ楓」
となり、輝かしい未来を切り拓いてくれることを期待します。

卒業証書授与

在校生代表送辞
山下 龍一 くん

平成 2５年度 長崎県教育委員会 優良卒業生徒 表彰
3 年 6 組 本村 航介
平成 2５年度 長崎県スポーツ表彰
長崎県スポーツ賞 剣道部女子
長崎県スポーツ特別賞 レスリング部 伊藤

卒業生代表答辞
松本 未来 さん

個人

奨

レスリング部：伊藤
レスリング部：岡田
剣
道
部：山本
弓
道
部：伊福

卒業生顕賞 弓

平成 2５年度 長崎県高等学校 体育連盟表彰
団体 剣道部男子
剣道部女子

部活動等実績

道

部：太田

奨
幹大
杏里
和己
七海

放送部

剣道部

「たらみ図書館放送コンテスト」
平成 25 年度 第 16 回大霧島旗争奪高校剣道錬成大会 第 12 回長崎県中地区放送コンテスト
女子団体

優

勝

弓道部
平成 25 年度第７回中地区高等学校弓道選手権大会
男子団体の部

優 勝 島原高等学校 A チーム
第３位 島原高等学校Ｂチーム
２年生男子個人の部 第１位 松本 将人

朗読部門子 第３位 林田
優良賞 酒井 彩希、佐藤

聖花
優翔

個人部門
第１回宮崎康平小中校生文芸コンクール
詩 部 門
最優秀賞 馬場 雄大
随筆部門
最優秀賞 近藤 真子
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３月１４日（金）、１学年を対象に「ジオパーク講演会」を実施しました。
講師は理数科の地学講座でお馴染みの寺井邦久先生です。
プレートテクトニクス理論、震度とマグニチュード、東日本大震災の
津波と潮位計のデータなど興味深い内容の説明に始まり、島原半島の地
学的特徴やジオパークの意味をわかりやすく解説して頂きました。
講演会の最後には、寺井先生が普賢岳の写真を撮り、それをつなぎ合わ
せて動画にした「平成噴火における溶岩ドーム成長記録」を見ることができました。島原高
校や国見など別の角度から溶岩ドームの成長が記録されており、ドームの形成と崩壊のダイ
ナミクスに圧倒されるばかりでした。わずかな期間で様変わりして しまった島原に、改めて
自然の力強さを見たような気がします。
自分が住んでいる島原半島のことをよく知ってもらい、卒業後、誇りを持って島原につい
て紹介できるようになってほしいものです。
〔生徒の感想〕
・私たちの住む島原半島が地学的にどのような価値をもっているのかや、地震の危険度など
生活に密着した話ばかりで、２時間ずっと興味をもって聴いていられるほど面白かった。
・島原半島はとても興味深い地層が集まっていて、私たちはそのような場所で暮らしている
のだと思うと、普段の生活の中で見ている景色もとても貴重なものを見られているのだと
感動しました。
・火山は様々な災害をもたらしてきましたが、その反面、湧 水や温泉などの恩恵も受けてい
ることが分かった。地震のことやジオパークのことについてもっと学びたいと思った。

全
国
制
覇
！

目
指
せ
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３月１７日(月)、今月末に開催される全国選抜大会の壮行式が
行われました。校長先生や生徒代表の激励のあと、ＰＴＡや同窓
会からも激励および激励金が贈られました。選手の皆さんの健闘
を期待しています！
〔出場選手〕剣 道 部 男 子
牧島凜太郎
大石佳慶
藤川航平
平野翔太
剣道部女子
進藤暖佳
池田安香音
堤麻衣子
杉本唯子

植木龍三郎
藤野聖那
原田
叶
竹中美帆

池田優樹
黒川大樹

進路指導主任

吉田

英雄

国公立大学後期試験も終わり、今年度の卒業生【第６６回生】の合格状況（推薦
及びＡＯ入試を含む）について、中間報告いたします。
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状況については次号で報告いた
します。
【３月１０日（月）現在】

○大
学
○準 大 学
○短
大
○専門学校
○就
職

国立大学７２名 公立大学１９名 私立大学１４７名
３名
国立短大１名 私立短大５名
医療系専門学校３１名 その他の専門学校１６名
自衛隊１１名

主な合格校
〈国立大学〉
筑波大２名 埻玉大１名 千葉大１名 大阪大１名 京都大１名 島根大２名
広島大６名 山口大２名 九州大２名 九州工業大３名 福岡教育大２名
佐賀大８名 長崎大１０名 熊本大１４名 大分大２名 宮崎大５名
鹿児島大６名 鹿屋体育大２名 琉球大２名
〈公立大学〉
岩手県立大１名 前橋工科大１名 埻玉県立大１名 神奈川保健福祉大１名
大阪市立大１名 尾道大２名 県立広島大１名 山口県立大１名
北九州市立大１名 福岡県立大２名 長崎県立大６名 熊本県立大１名
〈主な私立大学〉
国際基督教大１名 中央大２名 東京理科大１名 日本大２名 法政大１名
明治大３名 立教大１名 早稲田大１名 立命館大８名 西南学院大２名
中村学園大４名 福岡大１８名 活水女子大３名 長崎純心大５名
熊本保健科学大５名

本多
愛
藤崎薫子

レスリング部
岡田 幹太

佐藤 輝翔

上田 一志

濱本 大徳

平成 26 年度入学の高校入試合格発表が 今月 19 日に行われ、
普通科 200 名、理数科 40 名、合計 240 名が本校合格となり
ました。９時半の合格者番号掲示と同時に一斉に駆け より、自
分の受検番号を見つけると、友人や保護者と大喜びする姿がた
くさん見受けられました。４月に島高 69 回生として皆さんを
お迎えすることを楽しみにしています。
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このたびの人事異動により、下記の先生方が島原高校を離･退任されることになり
ました。島原高校のためにご尽力いただいたことに感謝するとともに、次の赴任地で
のますますのご活躍を祈念いたします。本当にありがとうございました。
宮崎
守
酒井 俊治
黒田 佳孝
霍田のぞみ
鈴木 直子
池島美奈子

事務長
先生
先生
先生
先生
先生

大村高校へ
諫早高校定時制へ
長崎東高校へ
諫早農業高校へ
上対馬高校へ
佐世保南高校へ

木原加奈子
五反田 恵
吉田
円
浦部 亜紀
馬場祊太朗

先生
先生
先生

長崎南高校へ
上五島高校へ
西彼農業高校・
清峰高校へ
主任主事 県教委へ
先生 島原工業高校へ
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