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【校長室より】 

 

『高総体を終えて』 
 

校長 原田 尚之 

 

「描き出せ 限界点の 向こう側」を大会スローガンとした平成２９年度長崎県高校総体が去る

６月２日の開会式を皮切りに６月６日までの間、開催されました。長崎市総合運動公園かきどまり

陸上競技場で行われた開会式では、ソフトテニス部、バスケットボール部、サッカー部の皆さん

が、爽やかで一体感のある見事な行進をみせ、本校の意気の高さを示してくれました。また、各競

技では、勝利を目指し、チームが結束して相手に挑む姿や己の持てる力を精一杯発揮しようと奮闘

する姿を目の当たりにし、強く心を動かされました。 

なかでも、女子砲丸投と円盤投での優勝をはじめ、北九州大会に２７名の選手が進出した陸上

部、女子団体準優勝、男子個人３名が３位、女子個人１名が準優勝、２名が３位に入賞した柔道

部、団体でベスト８に進出した男子バドミントン部の健闘が光りました。特に陸上部は北九州大会

へ２年連続で２７名の選手が上位大会に進出し、女子砲丸投３位、男子４００ｍハードル４位、女

子円盤投げ６位の成績を収めた３名が全国高校総体（インターハイ）への出場を果たしました。ま

た、柔道部では、女子団体と個人１名が九州大会に出場し、個人52㎏で５位を獲得するなど大いに

健闘しました。 

高総体に臨む壮行式では「勝ちにこだわる」姿勢を求めました。選手の皆さんは「勝つ」ため

に、十分に鍛えた心身をもとにして、集中力を研ぎ澄まし、個の意欲とチームの和を高い次元で確

立し、作戦を練り、プレー中は基本を踏まえつつ臨機応変に反応し、本番で最大限の力を発揮する

よう努力したことと思います。たとえ負けても、その姿勢の中から個と集団の成長が生まれ、青春

期のかけがえのない経験として、一生残るものとなるでしょう。 

高総体が終わり、１，２年生は次年度に向けた新たなチームづくりに、３年生は自らの進路を決

定する大切な準備期間に入ります。「勝つこと」へのこだわりは、スポーツのみならず、学習や進

路実現にもつながります。「勝つこと」は単に結果だけが実現できればいいというものではありま

せん。大切なことは「勝つ」ことを目指すプロセスづくりにあります。そこで自らを鍛錬し、工夫

を凝らし、成長することに価値が生まれ、勝つことの意味が育まれます。生徒の皆さんが、競い合

う相手に敬意を払い、互いに切磋琢磨する中で、自らの能力や資質を高め、よりよい自己実現を達

成するために全力を尽くすことを期待しています。 
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お濠の清掃 ６/３（金） 
 

  

 ６月２日、お濠の清掃を行いました。この行事は、貴重

な文化財でもある石田城址に対する美化意識を高めるとと

もに、高校総体参加選手等を清新な環境で迎えることを目

的に毎年実施されています。 

 生徒たちは高校総体に出場する選手団を港で見送った

後、割り当てられた場所の清掃活動に熱心に取り組んでい

ました。野球部の生徒たちは防水具を身に着けてお濠の中

へ入り、外来種の植物を丁寧に取り除いてくれました。今

年も夏頃にはきれいな蓮の花が咲き、生徒たちや観光客を

楽しませてくれることでしょう。生徒の皆さん、お疲れさ

までした。 

新生徒会役員選挙 ６/１７（金） 
 

 ６月１３（火）、新生徒会役員を決める生徒会役員選挙がおこなわれ

た。今年度は、全ての役職で定員と同数の立候補者となったため、信任投

票となった。立会演説会では、候補者は各自の想いを熱心に語り、生徒た

ちも真剣な眼差しで、それを聞いていた。放課後には選挙管理委員による

開票作業がおこなわれ、全ての候補者が信任された。６月２０日（火）に

おこなわれた生徒会役員任命式で新生徒会長の松本 灯（まつもと あか

り）さんは「生徒一人ひとりが行事・部活・勉強に積極的に取り組む学校

にしたい」と決意を語った。生徒会の構成員は全校生徒である。その代表

が生徒会役員である。新会長の松本さんが語った「積極的に取り組む学

校」にするために、全校生徒と共に生徒会活動に取り組んで欲しい。 

 

 

 【新生徒会役員】 

 

 会 長： 松本  灯 (2-1) 

 副会長： 早瀬 純香 (2-1) 

    ： 才津菜々子 (2-3) 

 議 長：石井 実梨 (2-5) 

 副議長： 吉田 楓 (1-4) 

バラモンキングボランティア ６/１９（日） 
本年度も６月１１日（日）に五島長崎国際トライアスロン大会が行われました。市役所から五島高校への協力

要請があり、本校からは生徒・教員あわせて２１５名がボランティアとして参加しました。担当業務は競技参

加者のバイク返却や荷物運搬といった体力勝負のものから、DJの補助やメダル・タオルなどのプレゼント、

ゴール地点での飲食物配布などの競技参加者を盛り上げるものまで多岐にわたり、ボランティア参加者はさわ

やかにテキパキと活動し、競技参加者の方々を全力でサポートしました。積極的に参加していただき、本当に

ありがとうございました。 

 

福寿園様より 

     楽器の寄贈 
  

吹奏楽部は５月１３日（土）に五島市内にある介

護老人保健施設「福寿園」の３０周年記念行事で

演奏する機会をいただきました。様々なジャンル

の楽曲を吹奏楽で演奏し、施設利用者の皆様に喜

んでいただくことができました。その縁を通して

福寿園様から、楽器（クラリネット１本）を寄贈

していただきました。去る６月８日（木）に校長

室にて、施設長の谷川さんをはじめ代表の方がお

見えになり、原田校長にお渡しいただきました。

今後、大切に使わせていただきます。ありがとう

ございました。 
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平成２９年度 

高総体の主な結果 

 

【ソフトテニス男子】団体戦 

 １回戦 ○五島３－０口之津海上 

 ２回戦 ●五島１－２対馬 

 

【ソフトテニス女子】団体戦 

 １回戦 ●五島０－３長崎北 

 

【バスケットボール男子】 

１回戦 ○五島６３－６１島原 

２回戦 ●五島４５－１１２佐世保

工業 

 

【バスケットボール女子】 

１回戦 ○五島１２６－２４壱岐商

業 

２回戦 ●五島４５－６５北陽台 

 

【サッカー】 

１回戦 ○五島３－１上五島 

２回戦 五島●０－９長崎日大 

 

【バレー男子】 

１回戦 ●五島０－２諫早 

 

【バレー女子】 

１回戦 ●五島０－２佐世保南 

 

【柔道】 

《男子》団体戦 

予選リーグ 

○五島５－０壱岐 

 ○五島４－１諫早 

決勝トーナメント 

準々決勝●五島０－３長崎南山 

（ベスト８） 

 

《女子》団体戦 

２回戦 ○五島３－０諫早農業 

決勝リーグ 

    ○五島３－０西陵 

    ○五島２－１長崎日大 

    ●五島０－３長崎明誠 

   （準優勝） 

 

《男子》個人戦 

-60kg級 梶尾博次 ベスト８ 

-66kg級 馬﨑碧思 第３位 

-66kg級 阿比留洋孝 ベスト８ 

-73kg級 山本肇二朗 第３位 

-73kg級 濱﨑大樹 ベスト８ 

-81kg級 木場聖樹 第３位 

-81kg級 横枕拓八 ベスト８ 

-90kg級 熊川拳志郎 ベスト８ 

 

《女子》 

-48kg級 清川真伎 第３位 

-48kg級 出口美緒 第３位 

-52kg級 眞弓唯伊 第２位 

 

＊柔道部 女子団体および、52kg

級 眞弓唯伊さんは、大分県でおこ

なわれる九州大会へ出場。 

 

【バドミントン】 

《男子》団体戦 

２回戦 ○五島３－０対馬 

 ３回戦 ○五島３－０長崎西 

 準々決勝●五島１－３佐世保北 

    （ベスト８） 

《女子》団体戦 

 ２回戦 ○五島３－０鎮西学院 

 ３回戦 ●五島０－３西陵 

    （ベスト１６） 

【剣道】団体戦 

《男子》１次リーグ敗退 

 

《女子》ベスト８ 

 

《男子》個人戦 

松本 善将（ベスト１６） 

 

【陸上部】 

《女子》 

《男子》 

男子総合 第７位 

４００ｍ 第４位 伊藤 玲央 

４００ｍハードル  

     第２位 後藤 颯汰 

４×１００ｍリレー 第５位  

      山路桂太・後藤颯汰 

      高木龍一・伊藤玲央 

４×４００ｍリレー 第２位  

      高木龍一・伊藤玲央 

      檮木直樹・後藤颯汰 

５０００ｍ競歩  

      第２位 弓川 堅士 

〃     第３位 谷合 晃誠 

８種競技 第６位 岡崎 陸空 

 

女子総合 第３位 

１００ｍ 第６位 平田 莉子 

１１０ｍハードル  

     第５位 山口 愛音 

４００ｍハードル  

     第１位 山口 愛音 

〃   第６位 北川裕佳子 

砲丸投 第１位 里中 彩華 

 〃  第２位 小島ほのか 

〃  第５位 平野 鈴葉 

円盤投 第１位 里中 彩華 

〃  第３位 小島ほのか 

やり投 第３位 里中 彩華 

ハンマー投 第３位 富永 真白 

４×４００ｍリレー 第３位 北川

裕佳子・平田莉子・平田万紀子・山

口愛音 

 

＊上記、陸上部 男女とも福岡県で

開催される北九州大会へ出場。 
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野球部より 夏の大会に向けて 

 
５月１９日（木）から第６４回ＮＨＫ杯長崎県高等学校野

球大会長崎地区予選が開催されました。五島高校野球部は

１・２回戦を順当に勝ち進み、３回戦で長崎南山高校と対戦

しました。一進一退の攻防の中、７－７で迎えた９回表に谷

合俊哉君（富江中出身）のタイムリーヒットで勝ち越し、投

げては２年生の江頭航大君（岐宿中出身）、境目亮太君（福

江中出身）の継投で見事に勝利し、長崎地区ベスト４入りを

果たし、県大会に進出しました。県大会では予選の４試合で

怪我人も出てしまい、思うような力が出せず、悔しい結果と

なりましたが、本番の夏の大会を前にして、公式戦を５試合

も戦い、収穫と改善点が多く見つかった大会となったようで

す。今後とも、野球部の応援をどうぞよろしくお願いいたし

ます。 

＜第６４回 ＮＨＫ杯長崎県高等学校野球大会 長崎地区予選＞ 

   １回戦  ｖｓ 長崎鶴洋 １２－２ 

   ２回戦  ｖｓ 上対馬  １１－１ 

   ３回戦  ｖｓ 長崎南山  ９－７ 

   準決勝  ｖｓ 長崎北   ２－５ 

    ※ 長崎地区ベスト４に入り、県大会進出！ 

 

 ＜第６４回 ＮＨＫ杯長崎県高等学校野球県大会＞ 

   １回戦  ｖｓ 波佐見   １－１５ 

 オープンスクールのお知らせ 

 

 ７月２１日（木）に、本校で中学生向けにオープンスクールを開催します。例年、島内・外から多くの中学

生・保護者・先生方に参加していただいています。 

 ビデオによる学校紹介・入試説明をはじめ、体験授業・施設見学や部活動紹介・吹奏楽部演奏を実施します。

また、「先輩と語ろう」という時間を設け、現役の五島高校生から学校生活の説明を受けたり、質疑応答をする

ことができます。 

 【日時】 ７月２１日（木）１２：５０～１６：００ 

 【会場】 五島高校メモリアルホール ほか 

 詳しくは各中学校に送付しております案内・ポスター、または公式ウェブサイトをご覧ください。多くの方の

ご参加をお待ちしております。 

五島高校公式ウェブサイトhttp://www2.news.ed.jp/goto-h/ 

「部活動での学びを学習へいかす」  

３学年主任 渕上 

６月６日に高校総体が終わり、上位大会へ進出した一部の生徒を除いて、ほとんどの３年生運動部の生徒

達が高校での競技生活を終えました。各競技会場まで足を運び、熱く応援をしていただいた保護者の方々も

いらっしゃったようで、皆様の声援が生徒達に力を与えてくれたのではないかと推察します。これまで多く

の時間と情熱を傾けてきた部活動に区切りをつけ、３年生は進路実現へ向けて邁進することになります。今

後もこれまで同様に、保護者と教師が協力し、生徒達をサポートしていきたいと思いますので、よろしくお

願いします。さて、３年生へ一言。これからは部活動がなくなり、物理的に学習時間が増えますが、決して

そのことだけに満足しないように。部活動で、勝つために、強くなるために、上手くなるためにしてきた工

夫や努力を、学習に応用していこう。これからは学習が部活動であり、担任の先生が監督でクラスの仲間が

部員です。各クラス全員で一丸となって進路実現を勝ち取ろう。昨年の先輩たちに続いて、五島高校３年生

は今年も勝ちにいきます。 

１日（金） 期末考査４日目 

２日（土） 石田塾（全学年） 

５日（火） 

～７日（木） 

マリンスポーツ実習 

（１年２年スポコ） 

８日（金） 高校野球開幕 

９日（土） 進研記述（３年普） 

進研実力（１年２年普） 

進研基礎力（１年ス看） 

進研実力診断（２年３年ス看） 

１０日（日） 公務員模試（３年） 

英検二次 

１２日（火） バラモンセミナー（１年） 

１３日（水） 校内球技大会 

体育祭テーマ発表 

１４日（木） 

～１９日（火） 

三者面談 

２０日（水） 大掃除 全校集会 

吹奏楽壮行式 

２１日（木） 夏季授業 ～２９日（金） 

オープンスクール 

２３日（土） 学習合宿（３年） ～２９日 

７月の行事予定 



  




