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世界へ羽ばたく人財を目指して
世界へ羽ばたく人財を目指して
～本校初！海外修学旅行～
１年次修学旅行ｉｎ台湾
１年次修学旅行ｉｎ台湾
九日の三泊四日の日程で、
台湾への修学旅行が実現し

昨年十二月十六日から十

全国大会には本
校から拳法部、

二〇一七年の

ました。海外への修学旅行
は本校開校以来初の試みと

なりました。
ＮＴＴと熊本県が進める

「ＩＣＴつながる学校」事

業では、室小学校と台湾大

同國民小學とが連携を深め

るなど、地元大津町と台湾
高雄市との交流が続いてい

ます。

同窓会でも、海外研修を

六和髙級中學の生徒との交流の一コマ
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忠烈祠の見学

魅せた！輝いた！全国大会

全国大会結果一覧

馬術部、フェン
シング部が出場

しました。
日本拳法競技

は広島グリーン

アリーナにて、

出場～
馬術競技は北海

道ノーザンホー
スパークにて、

フェンシング競

技は気仙沼市総

３団体

合体育館で開催

されました。

～祝

各選手とも、
全国の選手を相

手に全力で競技

に臨みました。

同窓会でも各競

技代表選手への
激励を行いまし

た。

馬術部
・個人２名出場
フェンシング部
・男子団体出場
・個人男子（フルーレ）ベスト３２
・個人男子（エペ）ベスト１６
拳法部
・男子団体出場
・個人男子５名出場

志す生徒への協力を行って

六和髙級中學からの記念品

います。母校から海外で活

１２月１７日
１２月１８日
１２月１９日

福岡空港より台湾桃園国際空港へ
龍山寺、
中正紀念堂見学
忠烈祠、
故宮博物院見学
桃園市私立六和髙級中學との交流
桃園国際空港から帰国の途へ

躍する人材を育てていくこ
とが、翔陽高校の益々の発

１２月１６日

展に繋がっていくことでし

ょう。

＜旅行日程＞
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大会に向けて練習

試合前のフェンシング部

３
３ 年生の
年生の 進路が
進路が決定
決定

華麗なジャンプを魅せる加藤選手

平成２９年度は翔陽高校始まって以来の
公務員合格者延べ６２人を達成しました。
また、
就職では県内就職率８３．９％と
過去最高を更新しました。
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同窓会活動に
ご協力ください
ご協力ください
ご協力ください
同 窓会では在校生への部活
動支 援や、
海外研修生の派遣
に力 を入れています。
今年は
県の 事業である商業関係生徒
の台 湾研修への補助を行いま
した 。
皆 様のご協力が、
生徒の未来
をよ りいっそう輝かしいもの
にし ていきます。
皆 様あっての同窓会です。
是 非、
ご協力ください。
永年 会員
２ ０，０００円
（永 年に渡り、
会報を発送）
年会 費
２，０００円
（ご 協力いただいた年の
会報を発送）
詳し くは同窓会事務局
０ ９６－２９３－２０５５
にお 尋ねください。
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閲覧できます！
閲覧できます！
閲覧できます！
閲覧できます！
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編集
集後
後記
記
編

人との助け合い、思いやり

の心で支え合って、乗り越
えて行かなくてはなりませ

して本同窓会事業の各種準

長会への出席。なお、年間
を通して四回の役員会、そ

の方々が生産された農産物

会出店ブースを設け、「も
くせい新聞」の配布や会員

んで頂けるよう、本校との
検討を重ねた上で、本同窓

催されます翔陽祭に一人で
も多い会員の方々が足を運

す。また、毎年十一月に開

たな形での会員相互の場を
模索して行ければと思いま

が活躍した一年となりまし

さて、今年度も本校生徒

ねてお礼申し上げます。

に際し、助成金や激励をい
ただいておりますことに重

りますこと。部活動の全国
大会出場や生徒の海外派遣

日頃から本校の教育活動に
対しご支援をいただいてお

喜び申し上げます。また、

同窓会の皆様におかれま
しては益々ご健勝の事とお

や就職を含め県内に残る生

を収めてくれました。進学

三・九％と過去最高の実績

三十四名合格、就職決定率
九九・二％、県内就職率八

私立大学二十五名合格、公
務員三十一名合格、自衛隊

大会で久しぶりのベスト八
入りを果たしました。

ており、地震で被災した大
津南小学校の花壇の修復や

標に向かって努力し、その
その他、多くの系列で地
結果、国公立大学三名合格、 域と連携した取組が行われ

三年次生も各自の進路目

テレビでも大きく取り上げ

江藤家住宅の復旧工事を活
用した授業などは、新聞や

す。

海外へ派遣し、グローバル
人材の育成に努めていきま

々な情報が手に入る今、機

学ぶ内容も、情報技術を得
て大きく変わりました。様

話になろうとしています。
時代が流れ、子どもたちの

男の時代は大津産業高校、
そして孫は翔陽高校でお世

の時代は大津農業高校、長

すが、孫二人の高校進学が
決まり安心しています。私

まモン」の雪だるまを作り
ました。まだまだ春遠しで

の雪景色。
家族で大きな
「く

欲しいです。

に立て、将来に羽ばたいて

人でいてください。
そして、
翔陽高校で学んだことを役

いますが、人の温かさを忘
れず、笑顔で気配りを持つ

ュニケーションで過ごして

ターネットと利用したコミ

今年の冬は例年以上に厳
しい寒さが続いていま す

実施しました。
本校では今年も三月一日

はいかがお過ごしでしょう 備を中心とした学校関係者
か。昨年は私にとりまして、 との打合せや調整等を随時

が、皆様方におかれまして

に平成ニ十九年度卒業式が
開催され、新たに二百五十
等の物品販売を企画したい

ん。今の子どもたちはイン

同窓会会長一年目の年でし
たが、年間を通して実施し

三名が本同窓会会員となら
と考えています。学校関係

立春も過ぎた二月十二日

ました各事業を学校関係者
や皆様方のご協力で滞りな
れるとともに、それぞれの

技男子団体十連覇、日本拳

た。部活動では、六月の高
校総体で、フェンシング競

の朝、五センチメートル程

く無事に終了することが出
人生への旅立ちをします。

くお願い致します。

者や会員の皆様には今後と
もご指導ご協力のほど宜し

本の優勝旗を手にしま し

法競技男子団体初優勝と二

族力を合わせて野菜作りに

耕一

来ました。この場をお借り
卒業生の皆様には本校で三
年間学び色々な事を経 験
本年二月には韓国で冬の

学校の魅力を高め、今まで

阿蘇村の野菜を買ってくだ

取り組み、外輪山道路を走
り、
熊本市内での販売。
「南

熊 本 県 立 翔 陽高 等 学 校
第 九代 校 長 柿 下

して、お礼と感謝を申し上

し、その中で築いてきた知
オリンピックが開催され、

バルな視点と能力を身につ

ますので、同窓会の皆様に

以上に生徒が活躍する翔陽
高校を目指し頑張って参り

熊 本 県 立翔 陽 高 等 学 校 同 窓 会
会 長 宮崎 栄 喜
（ 昭 和 四十 八 年 卒 ）

げます。
昨年実施しました主な内
識や技術、そして友人や先

校交流や現地大学生との班

けさせるため、修学旅行の
訪問先を台湾に変更し、学

て、今後どのようにして生

ます。
阿蘇大橋が地震で落下し

活かして欲しいと願ってい

試では、ここ三年、高倍率

今、生徒が活躍する学校に
なり、その結果として、入

このように翔陽高校は、

支える力となることを期待

徒が多いのが翔陽高校の特
徴です。これからの地域を

れました。商売は休み、家

活していこうと考えさせら

語、中国語の向上を図りま
した。その他、フランス・

俵山トンネル・長陽大橋
を早急に開通させていただ

さり、毎月の支払いができ
て感謝しております。

い学校となりました。更に

フィンランドやアメリカな
どに計六名を派遣しま し

す。

を維持し、定員割れをしな

ンシング競技では男子団体
と女子団体がＷ優勝、日本

た。今後も積極的に生徒を

また、今年度からグロー

しています。

にしたいと思います。
最後になりましたが、皆

た。その他、野球は、春の

拳法競技は男子団体優勝、
女子団体準優勝となりまし

来年度の同窓会総会での
「もくせい会青年部」発足

世界中どこでも地震が発生
しておりますが、逸早く元

もくせい会
副会長 大塚るい子

容は二月二十八日の本同窓
生方との絆を大切にし、本

日本選手が大活躍し、国内

の部活動でインターハイや

器を駆使して自分の成長に

会入会式開催（平成二十八
校を卒業したという自信と

そして盛り上がった大会で

でも多いに盛り上がりまし ド＆ハンディネス競技で加
た。選手達の努力とパワー、 藤朱里さんが優勝し、三つ

費者の方が快く買ってくだ

さい」とお願いすると、消

られました。

年度は二百六十五名）、七
自覚を持ち、自分の夢や目
指す人生に向かって更に努

わらぬご支援をお願いしま

は、今後も本校に対し、変

相互の扶助と親睦、母校の
発展に寄与する」を目的と

させて頂きます。

様方の益々のご健康ご多幸
をお祈り申し上げ、挨拶と

た。個人では、馬術スピー

月二十八日には役員三名で

力・邁進して頂きたいと思

コミュニケーション力や英

別自主行動などをとおし、

本校三年生の進路実現に向
けた夏休み課外の激励及び

また、秋の新人戦でもフェ

全国大会に出場しました。

全国大会出場部活動（日本

私達もこの一年を飛躍の年

の感動を自身の心に刻み、

います。

して活動していきますが、
本年は特に若手会員との意

本同窓会は今後も「会員

拳法部・フェンシング部・
する生徒への奨励金授与、
九月三十日に本同窓会総会

見交換の機会を増やし、新

なった整備のおかげで あ

き、
大変便利になりました。
これも国・県・村が一体と

て何が出来るのか、そして
同窓会に望むことを聞くこ

通りの生活ができているの

本校が誇る日本庭園。農業系列園芸・造園の先生・生徒の皆さんで管理されています。

農業系列園芸・造園の実習で新たに作られた庭園

馬術部）と海外研修に参加

の開催、十一月二十八日に
芦北高校で開催された熊本

若いパワーで学校を盛り上げよう！
去る十一月二十五日 （
土）
、地元大津町で「もくせ

に向けた一歩となりま し

り、私は日本に生まれて良
かったと感じております。
校に発展しています。学校
の存続を見据えた取り組み

た。

災害で当たり前の生活が
出来なくなったとき、人と

てのことです。

も多くの方々の協力があっ
会からは宮崎会長、佐藤副
会長、事務局が出席。卒業

とができました。もくせい
ました。

生４名と意見を交わしまし
た。

向けた意見交換会を開催し
地元で活躍する二十代の
卒業生を招き、卒業生とし

い会青年部」の立ち上げに

青年部の立ち上げ準備会を行いました

本校梅園に咲く梅

を実践されていました。

町など地域の協力を得て、
多くの地元の生徒が通う学

場となった芦北高校は芦北

県立農業関係高校同窓会会

同窓会会長会開催

農 業高
高校
校の連携で
で
学 校の
の活
活性化を
を！
！
熊本県農業関係高校

会の活性化と学校の発展の

去る十一月二十八日（火） すが、農業関係高校の同窓
ために作られました。
各校の同窓会の課題を集

係高校同窓会会長会」が開
催され、もくせい会からも

約し、他校の実践を皆で共
有するものです。今回、会

芦北高校で「熊本県農業関

宮崎会長が出席しました。
本会は創立三年目を迎えま

大津農業校章
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