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　7月29日(金)～8月2日(火)、岡山県にてインターハイが開催されまし
た。陸上部からは、3年堀内大輝君、中島大雅君、2年馬田隆一君の3名
が出場しました。
　3名共に全国大会初出場でした。インターハイ独特の雰囲気を感じな
がら、選手それぞれ精一杯戦い抜きました。
　選手たちは、これまでの予選大会とは比べようもない程の緊張感を抱
いたと思います。しかし、緊張感を楽しむように、堂 と々競技を行いまし
た。結果としましては、残念ながら予選敗退となりましたが、十分に力を
発揮してくれたと感じます。
　インターハイ出場までに、選手たちは日々競技と向き合い、懸命な努

力を積んできました。それが、決して強くは
なかった彼らをインターハイ出場に導きま
した。
　これまでの取り組みとインターハイの経
験で、選手は競技力、精神力共に成長した
と感じます。この経験を今後の競技のみな
らず、あらゆる場面に活かしてもらいたいと
思います。そして、来年はさらに多くの選手
がインターハイに出場し、上位で戦える力
をつけてもらいたいと思います。
　出場にあたり、みなさんから沢山のご支
援、ご声援を頂き、ありがとうございました。

陸上競技部顧問
石塚　英樹
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成績一覧

　私は６月２１日～２５日に沖縄へ修学旅行に行きました。
　前半は平和について学びました。ひめゆりの塔の資料館などで沖縄戦に関する写真や様々な資料を見て、戦争の怖さを学習しました。　後半は美ら海水族館や海水浴などで楽しみました。特にバナナボートはとても迫力があり、忘れられない思い出となりました。　この５日間で学んだ平和の尊さ、集団行動の大切さ、クラスの仲間との楽しい思い出を忘れずに、今後の学校生活に活かしていきたいです。

沖縄修学旅行について久家  祐志（筑紫野中）

　私たちは７月９日か
ら３週間オーストラリ

ア短期英語研

修に参加して、多くのこ
とを経験し学びました

。

　現地の学校に毎日
通い、それぞれのバデ

ィ（校内で行動

を共にする現地の学
生）と交流を深めまし

た。私が思って

いた以上に言葉の壁
は大きく、最初は上手

に会話すること

ができなくて悩んだ日
もありました。しかし

、伝えたかった

ことを手紙にしたり、
話したいことを前日に

考えたり、会話

の中でジェスチャーを
することでコミュニケ

ーションの幅を

広げることができまし
た。伝える気持ちを持

つことが大切

だと知りました。　

　オーストラリアでは
素敵な人にたくさん会

いました。親と

離れて暮らすことに不
安はありましたが、こん

なに充実した

３週間はなかったと思
います。これを機にさ

らに英語の学

習を深めていきたいと
思いました。

オーストラリアについ
て

中迫  ゆい子（筑紫野
南中）

修学旅行
沖縄

オーストラリア研修
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九州産業大学付属  九州産業高等学校

平成28年度

2016
OPEN
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オープンスクール

開催日／

受　付／

10月1日㈯・10月15日㈯・
10月29日㈯
11月12日㈯
10：00までに受付をお済ませください。

オープンスクール（中学生・保護者向け）
九州産業高校の雰囲気を実際に体感できるチャンス！ 「オープンスクールに参加できなかった」

「再度確認したいことがある」など
保護者の方への平日夜の説明会です。

学校説明会（保護者向け）

※個別相談ブースを設けています。
※参加お申し込みは中学校を通してお申し込みください。
※公共の交通機関でご来校ください。

開催日／
時　間／

10月27日㈭・11月15日㈫
19：00～20：00
※参加お申し込みは本校まで直接
　（ホームページ・メール・電話・FAX）お申し込みください。

インターハイ3名出場！　　　　 

陸上部

インターハイ
出場者
堀内  大輝

中島  大雅

馬田  隆一

（甘木中）

（南陵中）

（下山門中）



◎バスケットボール部（女子）
♦平成28年度　福岡県高等学校総合体育大会
　バスケットボール選手権大会中部ブロック予選会
　中部ブロック9位　県大会出場権を獲得
◎柔道部
♦平成28年度　福岡県高等学校総合体育大会柔道競技
　中部ブロック予選会
　女子個人戦
　48kg級　7位　中村  真唯(夜須中)
　70kg級　2位　野中  しおり(那珂川中)
　78kg級　4位　永山  咲英(二日市中) 
　以上3名が県大会出場権を獲得
◎ソフトボール部（男子）
♦平成28年度  福岡県高等学校ソフトボール選手権大会  第3位
♦第17回九州高校男子ソフトボール春季大会福岡県大会
　準優勝
◎水泳部
♦平成28年度福岡県高等学校選手権新人水泳競技大会
　森重　葵(三国中)
　400m自由形(第4位)　200m自由形(第7位)
　坂本  柚衣(大野東中)
　200m平泳ぎ(第7位)　400m自由形
　西村  祐哉(篠栗中)
　50m平泳ぎ・100m平泳ぎ  
　以上3名が10月1日、2日に行われる九州大会
　(末弘杯全九州高等学校選手権新人水泳大会)への
　出場権を獲得

◎吹奏楽部
♦福岡県マーチングコンテスト　金賞
　10月に行われる九州大会への出場権を獲得
♦福岡県吹奏楽コンクール　銀賞
◎将棋部
♦第23回福岡県高文連将棋選手権大会
　男子個人戦B　優勝　佐藤  夢空(春日東中)
♦小中高生将棋フェスタ2016福岡県大会
　小中高交流戦　準優勝　土谷  拓輝(三輪中)

　長い夏休みも終わり、いよいよ２学期のスター
トです。今夏は猛暑続きの連日で、茹だるような
暑さが続きました。気象予報でも、幾度となく「観
測史上初の」という言葉を耳にしました。しかし、
ひょっとするとこうした現象をうみだしているのは私
たち人間なのかも知れない。そう思うと、この地球
上の生き物の一種として、謙虚さを失わず、与えら
れた生命のありがたさに感謝しながら生活すべき
では、と改めて思い直すものです。
　ところで、アメリカの宇宙開発に多くの日本人
飛行士が参加していますが、彼らが研究の傍ら
時折紹介してくれる、青く美しい地球の姿を目に
する度に何ともいえない感動を覚えます。そして、そ
れは地球を見つめ直す良きチャンスであるともい
えます。青く輝くあの星で一体何が起きているの
か？人びとがどう息づいているのか？自然とどの
ように命の共有が図られているのか？人間同士

の共生が上手に営めているのか？ etc 眩しいほ
ど青く美しい星の中で、人間にだけ好都合で我
が儘に生活圏が創られているとすれば、これ以
上の傲慢はないと思います。
　私たちは、先人の知恵に学び、常に大局的に
ものを見る視点と同時に、自らの足下を見失わな
いように心がけるべきであると教えられてきました。
時折、地球の姿を目にすることは、そうした視点を
自分に取り戻す良き機会といえましょう。どれ程瑣
末な事に心を奪われているか、大らかでゆったり
と落ち着いた眼差しで物が見えているかなどと
いったことに、必ず気づかされるものです。
　選挙年齢の引き下げと同時に成人年齢の十
八歳引き下げも具体的論議が始まり、高校生の
生活実情が大きく変貌していこうとしている今、そう
した時代に生きる者として、先程の先人の知恵を
改めて思い起こすべきではないでしょうか。ひとり
の人間として揺るぎない意志をもった存在に成長
するために必要なことは何かをよく考えて、しっかり
と集中して取り組んでください。そして、クラスメート
やクラブの仲間との絆を大切にして心豊かな生
活を営んで欲しいと願っています。
　結びに、この度の東北・北海道地方の台風被
害に遭われた方々へ心よりお見舞い申し上げる
とともに、尊い生命を失われた方々へ衷心よりご
冥福をお祈りいたします。

　防災の日に

　8月27日（土）・28日（日）筑紫野文化会館に
おいて第31回定期演奏会が行われました。今
年は昨年と異なり、２日間にわたり計3回の公
演となりました。ご来場頂きましたお客様に部
員一同心より感謝申し上げます。
　今年のテーマは「感謝」。このテーマにはOB
の先輩方や、学校の先生方、保護者の方々、そ
して顧問の先生方など、私たちを支えてくださ
ったすべての方への感謝を音楽にのせて伝える
という気持ちが込められていました。例年より

も練習時間が短かったのですが、それでも、出
来る限りの、精一杯の演奏をお届けすることが
出来たのではないかと思います。
　10月9日（日）には、大分県の別府ビーコンプ
ラザである九州マーチングコンテストヘ出場し
ます。今年こそは悲願の全国大会出場という夢
を叶えたいと思います。引き続き応援よろしくお
願いします。

　本校では、多くの資格や検定の取得が可能です。ほとんどの資格が普通科の生徒も取得可能で
あり、資格に挑戦しています。ここでは、一学期に行われた資格・検定試験の一部を紹介します。

①父母の会委員会　【開催日時】平成28年6月4日（土）11時30分より12時15分
　　　　　　　　　【場　　所】九州産業高等学校　多目的室Ｂ
下記のとおり審議されました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
⑴平成27年度収支決算の承認について
　事務局より資料に基づき内容説明後、遠目塚監査委員より監査報告が行われ、審
　議の結果提案どおり承認されました。
⑵平成28年度収支予算（案）の議決について
　事務局より資料に基づき内容説明後、審議され原案どおり承認されました。
⑶役員改選について
　このたび旧3年生委員には、ご子息の卒業に伴い退任されることになり、後任委員
　の新1年生委員より副会長1名、監査委員1名の選出を諮り、互選の結果副会長に 
　古田委員、監査委員に中村委員がそれぞれ選出され、併せて新会長に桒野前副会
　長の就任が満場一致にて承認されました。
⑷父母の会奨学生の選出について
　平成28年度父母の会奨学生として選抜された3年生15名、2年生16名について諮
　られ、総会席上にて表彰することが併せて承認されました。
◎前役員に対する感謝状贈呈について
　学校から尾中会長はじめ16名の前役員に対し、謝辞が述べられ感謝状並びに記念
　品が贈呈されました。
②父母の会定期総会　【開催日時】平成28年6月4日（土）12時30分より13時15分
　　　　　　　　　　【場　　所】九州産業高等学校　多目的室Ａ
　総会開催に先立ち、選抜された平成28年度父母の会奨学生に対し、尾中会長より
　表彰状並び奨学金が授与されました。総会は下記のとおり審議されました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
⑴平成27年度収支決算の承認について
　事務局より資料に基づき内容説明後、遠目塚監査委員より監査報告が行われ、審
　議の結果提案どおり承認されました。
⑵平成28年度収支予算（案）の議決について
　事務局より資料に基づき内容説明後、審議され原案どおり承認されました。
⑶役員改選について
　新委員の選出については、入学式終了後開催された父母の会入会式の折、会長より
　学校側に選出を1任することで了承を得ており、このたび選出された候補者について
　先の委員会で承認された旨報告し、このうち副会長及び監査委員の選出について委
　員互選の結果、副会長に古田委員、監査委員に中村委員を選出し、併せて会長に桒
　野前副会長の就任を説明、議長より承認について諮り、満場一致にて了承されまし
　た。続いて新1年生委員の紹介が行われました。議案審議終了後、尾中会長より退任
　の挨拶、並びに桒野新会長より会長就任の挨拶が行われました。
◎初秋を迎え朝夕は涼しさが感じられますが、会員の皆様にはくれぐれもご自愛の程
　お祈り申し上げます。

インターハイに出場して

父母の会会務報告 平成28年6月から
平成28年8月まで
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吹奏楽部部長　田中  千玲（野間中）
　　　　　　　江藤  颯（三輪中）

定期演奏会
♪
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第31回

 九州産業大学球技場にて行われた「伊能忠敬のようなこと～世界最大の世界地図を描く～」に参加し、1/400000の
世界地図を描きました。そこで、感じたことは正確に測る難しさです。普段、自分達が使っている定規では簡単に測るこ
とができても測量器具などを使って測ることは思ったより難しかったです。
　最後に約7時間かけて完成した世界地図をみると、大変感動し、達成感を味わうことができました。この経験を今後
の学校生活に活かしていきたいです。

　今回第69回全国高等学校総体に出場しましたが、自分の力がう
まく出せずに入賞には至らず、悔いの残る結果となってしまいまし
た。1年生のときから目標にしていたインターハイに出場したこと
で、同年代のトップレベルの選手たちと共に競技ができ、多くのこと
を学びました。この経験を含めた3年間の部活動生活を通して学ん
だことを、今後社会に出たときに活かしていきたいと思います。

文化部

◎陸上競技部
♦平成28年度　全国高等学校総合体育大会
　秩父宮賜杯
　第69回全国高等学校陸上競技対校選手権大会
　北九州予選会
　円盤投　第6位　馬田  隆一(下山門中)
　ハンマー投　優勝　中島  大雅(南陵中)
　八種競技　優勝　堀内  大輝(甘木中)
　以上3名はインターハイ出場
◎男子バレーボール部
♦平成28年度　福岡県高等学校総合体育大会
　バレーボール選手権大会　第3位
♦平成28年度　第17回全九州私立高等学校
　男女バレーボール選手権大会　優勝
◎弓道部
♦平成28年度　全九州高等学校体育大会
　第62回弓道選手権大会
　男子団体の部　優勝
　相良  尚志(長尾中)　谷口  真悟(春日西中)
　西  遼(原中)　田川  恭資(三国中)
　高橋  延寿(長尾中)　福田  大正(筑紫野中)
　白井翔太(那珂中)
♦平成28年度　国民体育大会　第36回九州ブロック大会
　少年男子の部　第6位　相良  尚志(長尾中)　西  遼(原中)
　少年女子の部　準優勝　黒江  愛惟(甘木中)
　少年女子の部において、10月7日～10日に岩手県で行われる
　第71回国民体育大会への出場権を獲得
♦第6回福岡県高等学校夏季弓道大会
　男子団体の部
　優勝　谷口  真悟(春日西中)　中島田  瑠星(三宅中)
　　　　白井  翔太(那珂中)
　女子団体の部　優勝　篠原  麻子(二日市中)
　　　　　　　　野島  佳恋(基山中)　淺田  珠実(平野中)
　男子個人の部　優勝　白井  翔太(那珂中)
　女子個人の部　準優勝　大倉  依莉(東大宮中)
◎ハンドボール部
♦平成28年度　全九州大会・福岡県高等学校総合体育大会
　ハンドボール競技選手権大会　準優勝
　第66回　全九州高等学校ハンドボール競技選手権大会の
　出場権を獲得
◎ソフトテニス部(女子)
♦福岡高等学校中部地区女子ソフトテニス大会　2年の部
　中井  愛望(平野中)・山崎  楓(基山中)ペア　第3位

体育部

九産の魅力！資格・検定 特集

床上式
クレーン運転
特別教育

第二種電気工事士
住宅などの配線工事が
出来る資格です。

英語
検定

26名

26名
準2級

17名
2級

「伊能忠敬のようなこと
～世界最大の世界地図を描く～」に参加して

久保山  幸輝（大利中）　堀川  大輔（次郎丸中）

高大
連携授業

クレーンとは荷を移動
させる機械です。

玉掛け
技能講習
玉掛けとはワイヤーロー
プでまとめ上げる資格で
す。クレーンを操作するの
に必要になる資格です。

小型車両系
建設車両
特別教育

84名

小型のショベルカーを
操作する資格です。

締め固め
（ローラー）
特別教育

84名

道路を舗装するときに
必要な資格です。

フォークリフト
運転技能講習

142名

倉庫内作業では、必ず
必要になる資格です。

47名136名堀内  大輝
(甘木中)

国民体育大会
九州ブロック予選を終えて

文
化
部
も
活
躍
！

　私は今まで弓道をしてきて、なかなか中らず苦しいときの方が多
かったように思います。しかし、そんな時でも諦めずに練習してきた
結果が、今の自分につながっているのだと思います。県の代表に選
出されたのも指導して頂いた先生方や、支えてくれた多くの仲間、
家族のおかげです。10月に行われる国民体育大会は、私にとって
最後の試合になるので、今まで支えてくれた方々への感謝の気持ち
を持ち、自分の射がしっかりとできるように頑張ります。

黒江  愛惟
(甘木中)

個人戦
出場

八種競技
出場


