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学校だより ❉❉そうふう❉❉ 
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✑✑校長室の窓✑
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本校教育の“イノベーション” 

校 長  立 木 貴 文 

 度重なる台風襲来の影響で色づきが良くないといわれていた紅葉ですが、校内のモミジ

やイチョウは今年も鮮やかな赤や黄色に彩られ、秋の深まりを知らせてくれています。 

 

 今月 18 日に開催された対馬地区高校 PTA 研修会にご参加・ご協力いただきました保

護者の皆様、ありがとうございました。当日は多くの行事が重なり、参加の叶わなかった

方も多数おられたと伺っています。研修会では、元県教育次長の池田浩先生の講演や上対

馬高校 PTA 会長による実践発表など充実した内容を予定していましたが、会場の関係で

どうしても開催日をずらすことができませんでした。研修会は上対馬地区との隔年開催と

なります。次年度の研修会に、多くの皆様がご参加いただけることを願っております。 

 

 さて、表題の「イノベーション」は、22日に出席させていただいた対馬法人会設立 50

周年記念式典での岸博幸氏（慶応大学大学院教授）の記念講演のキーワードの１つです。

とかく“技術革新”と訳されるこの語の適切な意味は“既存のものを新しく組み合わせて

何かを生み出すこと”とのこと。氏は、AKB48がネット普及等で売り上げ減少著しい CD

に握手券などの付加価値を組み合わせることで、縮小傾向の音楽市場においても大きな富

を生み出したことなどを例に挙げながら、わかりやすく説明を加えておられました。 

 企業主の皆様の集まりである法人会での講演でしたので、ビジネスとそれを取り巻く政

治環境に関する内容が中心でしたが、私は講演を聞きながら「教育の“イノベーション”」

についても考えていました。詳細を記す紙幅はありませんが、今の子どもたちの過ごすこ

れからの社会は、私たちが経験してきたものとは比較にならないほど急激かつ大きな変化

を遂げることが予想されており、教育もそのために大きな変革が求められています。もち

ろん、これまで学校教育の培ってきた多くのことを基盤とすることに変わりはありません

が、同時に、学校だけで対応できるものではない、とも私自身は考えています。 

本校では、昨年度から対馬市や県対馬振興局、地域の皆様の協力を得て『ESD 対馬学』

に取り組み、今年度からは、文部科学省の研究指定を受け国内・韓国の多くの大学・高校

に協力いただき「遠隔教育」の実践に取り組んでいます。本校のこれらの新しい挑戦も上

記の文脈に即したものとなります。 

 保護者の皆様にこうした取組の詳細をお伝えする場をと思いつつも機会を得られずにお

りますが、これからの社会の担い手となる子どもたちに有意な「本校教育の“イノベーシ

ョン”」を、本校を応援いただく皆様とともに作り育てていきたいと考えております。 

 引き続き、ご理解とご支援をお願いいたします。 



   

芸術鑑賞会  

１０月１６日（火）対馬市交流センターのイベントホールにおいて、虹の原特別支援学校高等

部対馬分教室と合同で、芸術鑑賞会を開催しました。今年度は、世界的に活躍されているピアニ

ストの赤松林太郎氏をお迎えして、クラシックからポップスまで、さまざまなジャンルの曲を演

奏していただきました。また、赤松氏がピアニストになった経緯や、それぞれの曲にまつわるエ

ピソードなど、たくさんのお話を伺うことができました。当日は、保護者の皆様にもご観覧いた

だき、誠にありがとうございます。今後も、本校の学校行事へご参加のほど、よろしくお願いい

たします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

高大連携事業 

１１月８日（木）に長崎大学の工学部と環境科 

学部から先生を２名お招きし、高大連携事業を行 

いました。２年１組では「音声認証のメカニズム 

について」工学部の魅力について話をしていただ 

きました。２年２組では「渡り鳥の移動追跡研究」 

と題して、対馬をはじめ全国各地でのフィールド 

ワークの体験をお話ししていただきました。 

また、長崎大学や学部・入試に関する説明もし 

ていただくなど、生徒にとっては大学の学問に触 

れる良い機会となりました。 

 

釜山姉妹校交流 

11月 5日（月）から 2泊 3日の日程で、本校の姉妹校 

である釜山情報観光高校の生徒 18名、引率の先生 2名が 

対馬に来られました。5日午後に本校を訪問され、1年 5 

組の生徒たちと一緒に昼食を食べながら会話に花を咲かせ、 

7月末の釜山研修以来、約 3か月ぶりの再会を喜び合いま 

した。その後の交流会では、K-POPのダンスや歌を披露 

しあったり、クイズをして楽しい時間を過ごしました。放 

課後は、学校周辺を案内したり、一緒にショッピングをし 

て親睦を深めました。今後もお互いの学校を訪問するなど 

して交流を続け、姉妹校の絆を深めていきたいと思います。 

 



 

9～11月の部活動成績 

□野球 

第１４３回九州地区高等学校野球長崎大会 １回戦敗退 

□バスケットボール 

平成３０年度第７１回全国高等学校バスケットボール選手権大会長崎県予選 

〔男子〕 ベスト１６ 〔女子〕 １回戦敗退 

平成３０年度 佐世保地区高等学校新人体育大会バスケットボール競技大会 

  〔男子〕 ベスト４  〔女子〕 １回戦敗退 

□バレーボール 

平成３０年度佐世保地区高等学校新人体育大会バレーボール競技 

〔男子〕 準々決勝敗退 〔女子〕決勝トーナメント１回戦敗退 

 平成３０年度 全日本バレーボール高等学校選手権大会 長崎県大会 

  〔男子〕 １回戦敗退  〔女子〕２回戦敗退 

□バドミントン 

平成 30年度長崎県北地区高等学校新人体育大会バドミントン競技 

団体戦 予選リーグ敗退 

平成 30年度長崎県高等学校新人体育大会第 61回バドミントン競技 

団体戦 1回戦敗退 

□ソフトテニス  

平成３０年度佐世保地区高等学校新人体育大会ソフトテニス競技 

〔男子〕個人戦 加瀬・島雄ペア ベスト３２ 

団体戦 ２回戦敗退 

〔女子〕個人戦 西山・橘ペア ベスト８   美佐保・川野ペア ベスト３２ 

          竹岡・井ペア ベスト３２  髙尾・内山ペア  ベスト３２ （４ペア県新人戦出場） 

平成 30年度秋季佐世保地区高等学校ソフトテニス競技 学校対抗戦  

〔女子〕団体戦 優勝 

平成３０年度長崎県高等学校新人体育大会ソフトテニス競技 

〔男子〕個人戦 加瀬・島雄ペア １回戦敗退  団体戦 ３回戦敗退 

〔女子〕個人戦 西山・橘ペア    3位 （九州大会、個人選抜大会出場） 

          美佐保・川野ペア  ベスト６４  竹岡・井ペア    ベスト６４ 

団体戦 ベスト１６ 

第 34回中庭新聞社杯大会        

一般女子 西山・橘ペア 優勝 

平成３０年度長崎県高等学校ソフトテニス競技団体選抜大会 

〔女子〕団体戦 予選リーグ敗退 

□弓道部 

第 64回対馬島民体育大会 弓道競技 高校生の部 

〔男子〕 糸瀬 優勝  〔女子〕 佐々木 優勝   

平成 30年度長崎県高等学校佐世保地区新人体育大会 弓道競技   

〔男子〕団体戦 優勝  

個人戦 第 3位 桐谷  第 4位 糸瀬 

〔女子〕団体戦 5位 

平成 30年度長崎県高等学校新人体育大会 

〔男子〕団体戦 準決勝敗退 〔女子〕団体戦 予選敗退 

平成 30年度第 37回全国高等学校弓道選抜大会 長崎県予選会 

〔男子〕団体戦 予選敗退 〔女子〕団体戦 準決勝敗退  

□剣道部 

平成３０年度佐世保地区高等学校新人体育大会剣道競技 

〔男子〕 団体 予選リーグ敗退 

□陸上競技部 

平成３０年度長崎県高等学校新人体育陸上競技 

〔男子〕 神宮 400ｍＨ ４位 / 110ｍＨ ５位/中島 やり投げ ８位 

平成 30年度 佐世保地区高等学校新人陸上競技大会   

〔男子〕 神宮 400ｍH  1位 / 110ｍH 1位/中島 やり投げ 3 位 

平成３０年度長崎県高等学校総合体育大会 駅伝競技大会 

〔男子〕 ２８位 



 １２月の行事予定 

 １日（土）創立記念日 ＧＴＥＣ                

２日（日）休日補習（３年）        

 ４日（火）修学旅行（２年 ～７日）                         

８日（土）土曜補習（１年） 

プレテスト①（３年 ～９日） 

１１日（火）立命館アジア太平洋大学（APU）出張講義 

（英語 ２－１２） 

１２日（水）一般教養テスト（２－４～６） 

１３日（木）各種委員会 

１４日（金）長崎県立大学出張講義（地歴 ２－２３） 

１５日（土）県一斉実力（１・２年） 

      土曜補習（３年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の掲示板 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒玄関前の掲示板には、毎月生徒向けのメッセージを掲示しています。 

今月は、保健美化部の担当でした。 

１７日（月）三者面談中心日（全学年 ～２０日） 

２０日（木）寮祭 

２１日（金）大掃除・終業式 

２２日（土）土曜補習（３年のみ） 

２３日（日）天皇誕生日 

２４日（月）振替休日 

２５日（火）冬季補習（全学年 ～２８日） 

２９日（土）プレテスト②（３年 ～３０日） 

３０日（日）閉寮 

※１月始業式は１月８日（火）です。 

生徒の皆さん、元気に登校してください。 

 

 １１月１８日（日）の対馬地区高等学校ＰＴＡ研修会におきましては、保護者の皆

様のご参加・ご協力をいただき誠にありがとうございました。今後も対馬高校ＰＴＡ

活動の発展のためにご支援とご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

 

校訓の「至誠剛健」は、明治３８（１９０５）年、対馬中学校初代校長の阿部判三

郎先生が「至誠・敬神崇祖・克己尽力・快活剛健」と定められたことに由来します。

現在の校訓となったのは、昭和３８年のことでした。「至誠」が意味する「まごころ」

と「剛健」が意味する「強くすこやかで、努力を怠らない」を心に刻んで学校生活を

送っていきたいものです。              （参考：「創立百十周年記念誌」） 

１２月１日（土）は対馬高校の創立記念日

です 

A sound mind in a sound body. 
 

健全なる精神は健全なる身体に宿る 
 

ユベナリス『風刺詩集』より 

 

～健康は大切に～ 
 

保健美化部 

対馬地区高等学校ＰＴＡ研修会について 


