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一年間の出来事
天草高 校の昨年度の一年を 振り返って
みました 。生徒の皆さんの溌 剌とした学
園生活を紹介します。

水泳部新 人大会
八名出場 して、全
員自己ベス ト更新。１年生酒井 君が百ｍ
平泳ぎ、二 百ｍ平泳ぎで２位、 ２年生の
鍵本君が五 十ｍバタフライで６ 位入賞。
九州大会へ出場。
２ ０１ ７年度 前期 写真コ ンテ スト 県(
高校文化連 盟写真部主催）
写真部入
選。

〈 十月 〉
文 化祭
「 Re Start ―新た な天
高の始まり に笑顔と感動を―」 をテーマ
で二日間にわたって開催されました。
韓国土坪 （トピョン）高校生 との交流
事前研修会
交流直前を控え 、尚絅大
学の文化言 語学部の中川明夫教 授とキム
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〈 四月 〉
入学式
降りしきる雨の 中の入学式
で、二百十一名の新入生を迎えました。
〈 五月 〉
体育大 会
「威風堂々― 新たな時代
の幕開け に―」をキャッチフ レーズで、
さわやかな体育大会となりました。

ました。
そし て各部活の見学など 、ハングル・英
熊本高校 生県議会に参加
各高校か
高校総合体育大 会・総合文化祭 に先立 語・ 日本語を駆使して一 生懸命の対応で ら選ばれた 「高校生議員」が熊 本県議会
ち推戴式
悔い のない健闘を誓 い合い した。
で県政につ いて質問をするなど して、熊
ました。
本県の政治 に直接触れる貴重な 体験をし
熊本 県吹奏楽コンクー ル（第 回）吹 ました。。
熊本県高等学校陸上競技大会（第 回） 奏楽 部、金賞。九州吹奏 楽コンクール代
天草総合 大学開校
世界に 羽ばたく
１年女子走り幅跳び 第３位 内崎さん、 表選考会へ出場。
人材を育成 と学ぶことへの意識 を高める
同百ｍ 第２位 濱さん。国体陸 上競技
熊 本県高等学校管打楽 器独奏コンクー ために毎年 開催しています。最 終日は各
熊本県予選へ出場。
ル（第 回）
吹奏楽部、金賞
地の大学から十三名の先生を招きました。
平成 年度総 体
弓道部女子 は団体 木管 楽器部門 金賞 ２ 年 谷口さん、
と個人３名（２年 生金子さん、３ 年生山 古池 さん、１年佐佐木さ ん（九州大会出
全九州公 立高等学校ソフトボ ール研修
川さん、西田さん ）が予選通過。 個人は 場・平成 年度総合文化祭にて独奏）。 大会
女 子ソフトボール部、 県代表３
準決勝で全員敗退 しましたが、団 体は決 金管楽器部門 金賞 １年田中さん。
校に選ばれ出場。
勝で５勝１敗、準優勝。九州大会へ進出。
九州大会では予選 ４位で決勝トー ナメン
〈 八月 〉
〈 九月 〉
トで宮崎の延岡学 園に敗退。県総 体で２
小論文講 演会（三年生）
学研アソ
中学 生体験入学
天草 管内外から
位、九州大会でベ スト８と素晴ら しい成 名の 中学生が来校しまし た。生徒会を中 シエの波多 野洋司氏を招き、「 小論文の
績でした。
心に 、説明会の司会進行 や学校案内もす 要点」と題した講演会を実施しました。
べて生徒たちが行いました。
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第72回体育大会

〈 七月 〉
熊大ワクワク連 続講義
熊本 大学文
学部歴史学科 鈴 木啓孝准教授と 生命化
学研究部 首藤剛 准教授による講 座が開
講しました。後期 課外最終日は各 地の大
学から 名の先 生方を招いて講義 を受け
ました。
州立モンタナ大 学高校生派遣事 業
１年生の門口さん が、 日間の語 学研修
を中心とした盛り だくさんの研修 に派遣
されました。
在韓公館選抜事 業青年訪問団天 草高校
訪問
総勢 名の訪問団が、お もてな
松田ス ーパーティーチャー による公開 しボランティアの 生徒たちと和や かに交
授業
一年生のクラスで「 数学Ａ」の 流しました。全校 生徒による歓迎 式典、
公開授業 。六月には公開授業 週間もあり 吹奏楽部演奏、空手部の演武、茶道体験、
33
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九州大学緒方准教授の講義

天草総合大学
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ポスター制作 ２年渡邊さん

〈十二月 〉
八 代地区高校バレーボ ール強化大会男
子バレーボール部出場して優勝。
全国 高等学校文化祭（ 第 回・２０１
８信 州文化祭）
合唱 部門に５名の合
唱部員が出場し、銅賞。
42

〈一月 〉
セ ンター試験
三年 生１８４名が挑
戦。 熊本市内での試験の ため、宿泊が伴
う受験でした。
修学旅行
一年生修学旅行団が出発。
〈 十一月 〉
熊本 空港から羽田空港へ 、翌日は軽井沢
「国税庁税に関 する作文」（第 回） でスキー研修。その後は東京に移動して、
表彰
高校生の 部で二年の弓削 さんと 翌々日羽田から帰路に着きました。
一年の野田さんが 天草税務署長賞 を受賞
しました。高校生 三百余の作文の 中で、
天草地域の受賞はこの二人だけでした。
ＥＵがやってき た
出張授業 「ＥＵ
があなたの学校に やってくる」が 開催さ
れました。ヴィオ レル・イスティ チョア
イア・ブドゥラ氏 （駐日欧州連合 代表部
大使、ルーマニア ）と大使夫人の タティ
アナさん（在日ル ーマニア大使館 公使参
事官）講師に迎え ました。講演に 先立ち
生徒有志との昼食会も行いました。

ＪＢＡソ ロコンテスト熊本県 大会（第
回）
吹奏楽部から出場 者９名が予
選を通過。２年生の田中さん、福本、佐々
木さんが金賞。
平成 年度熊本県新人戦（ 新人選手権
大会）
サッカー部が四回戦 でルーテ
ル学園高校に惜敗しましたが、ベスト 。
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〈 二月 〉
マラソン 大会
天高マラソ ン大会も
八十五回を 迎えました。雪が舞 う中を、
完走率九十 五、八％という素晴 らしい内
容でした。
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ＳＳＨ研 究成果発表会（第１ 回）
天草市民セ ンターで開催。今年 度の成果
報国と生徒 の口頭発表（ＡＳＩ の代表７
班と科学部 １班）、ポスター発 表（ＡＳ
Ｉ全班）が あり、来年はさらに 発展を目
指します。
九州高等 学校生徒理科研究発 表大会
科学部、優秀賞（２位相当）受賞。
全日本ジュニアクラシック音楽コンクー
ル
吹奏 楽部二年生の佐々木 さんが銀
賞（金賞は該当者なし）
ＪＢＡソ ロコンテスト九州大 会
２年生の福本さん金賞、田中さん銀賞。

５

スンジュ 講師うを招き、韓国 の言葉や文
生徒理科研究発 表会「サイエン スコン 敗、準優勝。女子は準々決勝で球磨中央・
化について幅広く学びました。
テスト二〇一七」
科学部が地 学部門 球磨商に惜敗。
韓国土 坪（トピョン）高校 交流団来校 で最優秀賞１位。 来年の全国大会 への出
生徒 名 、職員３名で来校 されました。 場権獲得。
四泊五日 の日程で文化祭見学 と天草観光
も含めて 交流を深めました。 今年はセミ
ナーハウス で天高生 名と 一緒に寝食を
共にしての交流でした。

韓国土坪高校交流団来校
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〈 三月 〉
卒業証書授 与式（第 回）
男子 １０ ８名 、女子 １２ ６
名が 涙と 笑顔 で巣立 って い
きました。

70

スキー研修(軽井沢)

修学旅行

59

熊本県高等学校 美術展（第 回 ）
１年生の加藤さん が熊本市立現代 美術館
賞。作品名「夕焼け」
全国高校選抜ソ フトボール大会 熊本予
男子は決勝 戦で熊本工業高 校に惜
選
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２０１ ７年度前期写真コン テスト（県
高校文化 連盟写真部主催）
写真部の
作品が入選。
全九州 高等学校新人陸上競 技大会（第
回）
１年生の内崎さ んが女子三段
跳びに出場。
ＪＳＥ ＣＣ日本学校合奏コ ンクール大
会（第６ 回）
ソロ＆アン サンブル
マリンバ の部で２年生の福本 君が金賞と
文部科学 大臣賞を受賞。実質 日本一の演
奏でした。
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