
 ４月、文書を作成した際、山口校長先生から「『学校長』という表記はおかしい。そういう役職名はない

よ。」と指摘を受けた。実際にネットで調べてみると、中学・高校は「校長」、大学では「学長」が正式名

で、学校長は誤用であることがわかった。その際、同じページに書いてあった『間違いやすい日本語』という

箇所を読んでみると驚きの連続であった。 

 

 君たちは次の問題のうち何問正解できますか？ 

 
  

 他にも、「×合いの手を打つ、○合いの手を入れる」（「相槌を打つ」との混同からの誤用）、「×熱にう

なされる、○熱にうかされる」、「『檄を飛ばす』の意味→×叱咤激励をする、○自分の主張や考えを広く

人々に知らせ同意を求める」など半世紀以上も私は間違って使っていたことに気づかされた。 

 話は変わり、英語の教科書というのは、歴史的な話から宇宙のような科学的な分野に渡るさまざまな話が出

てくるので、教える側もそれにある程度精通していないといけない。しかも英語の教科書は毎年新しいものに

変わり最新の話題も取り上げられるので、時代の流行にも敏感になっていないといけない。 

先日、ダンスの話が出てきてEXILEのUsami Yoshihiroの話を読んだ際、ＵＳＡという単語を文字どおり

「ユー・エス・エー」（＝アメリカ）と読んでしまい、意味がとれずに他の英語の先生に質問した。 

Ｍ先生いわく(猫が獲物をもてあそぶような眼差しで)、「きょうとうせ・ん・せ・い、それはＵＳＡ(ウサ)で

す(笑)！名前ですよー！」 

 最近、思います。何歳になっても学び続けなければいけないなと。それも、幅広く、書物を通してからだけ

でなく、テレビをはじめとするマスメディアや人との会話を通じて。 

 高校生諸君、君たちは今いろいろなものを吸収する時期です。君たちもいろいろなものから情報を得てくだ

さい。人とのコミュニケーションの中で得るものが記憶には残ると言われています。先生たちや先輩、後輩、

友だちとたくさん話をしましょう。偏った知識にならないよう、幅広い知識を身につけることが大切ですよ。  

【問題】正しい使い方をしているのは、ＡとＢのどちらでしょう   

    か。 

Ｑ１ Ａ 私の手には負えません。役丌足ですみません。 

   Ｂ この仕事は簡単すぎて私には役丌足です。他の仕事も 

     ください。 

Ｑ２ Ａ １年の始まりは、目標を決めるには潮時だね。 

   Ｂ あの会社もつぶれそうだ。そろそろ潮時かな。 

Ｑ３ Ａ 自分の手を汚さずに利益を得る姑息な手を使う人も           

     いる。 

   Ｂ 姑息な手だが、包帯を巻いてとりあえず止血した。               

Ｑ４ Ａ 気づかれないように、おもむろに手を伸ばした。 

   Ｂ 隣の人におもむろに話しかけられて驚いた。 

Ｑ５ Ａ 彼は一銭も払わず借金をなし崩しにしてしまった。 

   Ｂ 彼は借金をなし崩しにして、今月で完済する予定だ。            

答】 

 

Ｑ１:Ｂ(役丌足＝自分には丌釣合い      

   なほど簡単な仕事） 

Ｑ２:Ａ(潮時＝物事を行うのに 

  ちょうどよい時） 

Ｑ３:Ｂ(姑息＝その場しのぎの） 

        

Ｑ４:Ａ(おもむろに＝ゆっくりと 

  漢字では「徐に」と書く「徐々 

  に」と同義） 

Ｑ５:Ｂ(なし崩す＝物事を少しずつ  

  片付けていく) 
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 何歳になっても学び続けなければ。。。    
            教頭 濵野  正義          

巻頭言 



 ３年生にとって、大きな行事の一つである

高総体まで残りわずかとなりました。生徒に

とっては２～５年もの間、毎日情熱を持って

打ち込んだ部活動、先輩や後輩と共に汗を流

し、共に苦しみ、共に成長した部活動。その

想いが強くて、大切だからこそ、高総体は特

別で、今まで感じたことのない丌安や緊張に

押しつぶされそうになります。 

 でも、考えを変えてください。今まで毎日

一所懸命に取り組んできたことは、この日の

ためだと。この日が人生晴れの舞台の一つで

あり、すべてを出さないともったいないと。     

部活動は終わるかもしれないけれど、この経

験で得たことや成長できたことは、次の受験

や就職試験など今後の人生の糧となり、新た

なスタートとなります。皆さんの健闘を祈り

ます。頑張ってください。 

    

 5月と言えば、ゴールデンウィーク、八日

市、そしてＰＴＡ総会（母の日も同じ日！）

です。一般的に2年生は中だるみと言われが

ちですが、保護者の皆様の出席率は71.8%

であり、3学年の中で最も多くの方に足を運

んでいただきました。心よりお礼申し上げま

す。今回ご出席いただけなかった保護者の皆

様におかれましては、資料にご丌明な点等あ

りましたら、担任まで遠慮無くご一報くださ

い。 

 さて、学校は1学期中間考査を終え、短縮

授業期間を経て、県高総体間近です。各部で

2年生も主力となって出場します！言うまで

も無いかと存じますが、精神面・体力面の両

方からお子様のサポートをお願いします。ま

た、6月18日(土)は県一斉実力、27～30日

には1学期期末考査が控えております。高総

体後の切り替えにもご留意され、充実した6

月をお過ごしいただきたく思います。 

 先日のPTA総会では、１１６名（６９％）

ものご参加を頂き、誠にありがとうございま

した。生徒たちの学校での生活や学習の様子

もご覧になられたでしょうか。 

現在、１年生の多くは高総体へ向けてこれ

まで以上に部活動を頑張っています。保護者

の皆様からも、労いや激励をして頂くと生徒

たちは励みになるものと思います。あわせ

て、このようなときだからこそ学業を疎かに

せず、両立にも積極的に取り組む事の大切さ

をご家庭でもご指導ください。 

 また、６月１８日（土）の文理選択説明会

のご案内を配付しております。進学や就職を

見据えた文理選択をする上での大事な機会で

すので、休日ではありますがご参加いただき

ますようよろしくお願いいたします。 

第 ３ 学 年 より 

第 ２ 学 年 より 

第 １ 学 年 より 

5月14日（日）、原の辻ガイダンスにて、古代米作り体験

（お田植え祭）が開催され、コース生徒が参加しました。弥生

人の衣装を身に纏い、手作業での田植え体験は生徒の心の成長

にも大きくつながる貴重

な機会となりました。 

ま た、5 月 21 日（土）

に、北九州市立大学にお

い て、2016 年 度 日 本

「五星奨」中国語コンテストが開催され、中国語コース7名

が参加しました。暗誦部門で、2年生の久田拓生君が第3

位、スピーチ部門では、3年生の鈴木岳斗君が第1位、佐藤

悠喜君が第2位、森本千尋さんが第3位に入るなど、健闘し

ました。 

東アジア歴史･     コース 中国語 



６月行事予定 ①１年 ②２年 ③３年  壱岐高Topics! 

「歓迎遠足」 
 ４月２８日、虹の原特別支援学校壱岐分校高等

部と合同で、歓迎遠足を実施しました。 

 あいにくの雨のため、本校体育館での実施とな

りましたが、壱岐高○×クイズや宝探しなど、生

徒会の創意工夫に富んだレクリエーションと、吹

奏楽部の楽しい演奏会により、笑顔あふれる一日

となりました。        

 

  

「壱岐なみらい創りプロジェクト 」 
 ５月１２日、壱岐文化ホールにおいて「壱岐な

みらい創りプロジェクト」が開催され、壱岐高生

も多数参加しました。今回は、講師の方がビジネ

ス成功のための道筋をＣＭを例に解説してくださ

り、みんな真剣に聞き入っていました。 

 その後各プロジェクトに分かれ、今後の活動に

ついて話し合いましたが、壱岐高生もさまざまな

アイディアを出して積極的に参加していました。 

【放送部よりお願い】  
 放送部は、壱岐高校に存在していた応援団につ

いて調査しています。高総体出陣前に、応援団か

ら「部活動の歌」を歌ってもらった経験がある

方、また、応援団がなくなった時に応援団に所属

していた方等を探しています。お話をお聞かせい

ただける方は、放送部顧問 野下にご一報いただ

けませんか。ご協力よろしくお願いいたします。 

1 水 【代休6/4土】   

2 木 木1～6(短縮45分授業)  

3 金 
高総体特別時間割(45分午前中日課) 

県高総体総合開会式(諫早)  

4 土 
授業日・県高総体 高総体特別時間割

(45分午前中日課) ＮＨＫ杯県大会 

5 日 
授業日・県高総体 高総体特別時間割

(45分午前中日課)  

6 月 県高総体 地域清掃活動(午後)  

7 火 県高総体 平常授業  

8 水 【代休6/5日】 (県高総体)  

9 木 
(県高総体) 放課後補習開始③ 高総

体報告会 

10 金 (県高総体)   

11 土 
★①② 進研ﾏｰｸ(５教科)③ 第3回公

務員模試③ 

12 日 
進研ﾏｰｸ(５教科)③ 第１回英検一次 

ＨＳＫ③ 

13 月 耳鼻科検診①  

14 火 眼科検診①  

15 水 耳鼻科検診①就職希望者保護者集会③  

16 木 生徒会役員選挙立会演説会 

17 金 進学通信説明会（文化ﾎｰﾙ) 漢字検定  

18 土 
県一斉(３教科)②③ GTEC③ 文理

選択説明会①(生徒・保護者) 

19 日 NHK杯放送ｺﾝﾃｽﾄ県大会（～20）   

20 月 考査時間割発表  

21 火    

22 水    

23 木 生徒会役員任命式   

24 金 上海語学研修事前説明会   

25 土    

26 日 中国語検定②③   

27 月 期末考査①②③  

28 火 期末考査①②③   

29 水 期末考査①②③   

30 木 期末考査①②③   



 日中は日差しも強く、暑い日が続くように

なりました。しかし、まだまだ朝晩は肌寒い

日もあり、体調を崩しやすい季節の変わり目

です。 

 本校では自己の体調管理に努める目的で、

「衣替え」の指示をなくしました。これは、

人それぞれ体感する温度に差があること、ま

た自分の判断で「衣替え」を行うことで自主

性を養い、体調管理に努めてもらいたいとい

うことが目的です。夏服の場合、男子の下着

は白、ワンポイントまで可です。女子はブラ

ウスの下に必ず下着を着用して下さい。色は

グレー、ベージュ、白（いずれも無地）で

す。体操服は、衛生上着用は丌可とします。 

準備があると思いますが、趣旨をご理解の上

ご協力をお願いします。 

 生徒会では、熊本地震の発生を受け、４月

１９日（火）から４月２６日（火）の８日

間、校内で募金活動を行い、９１，０５８円

の募金が集まりました。生徒会を代表し、辻

川晃二君（生徒会総務委員）と、長山奈津子

さん（生徒会会計委員長）が、４月２７日

（水）に日本赤十字社長崎県支部壱岐市地区

を通して、被災地に寄付しました。 

今回の募金活動については、熊本地震の発

生直後に、学級自治委員会で発案があったも

のです。学級自治委員会の議論を経て、会計

委員会が主体となって募金活動を行いまし

た。今後も、生徒の発案によるさまざまな活

動が増え、生徒が主体的な活動が増えていく

ことを願っています。 

 最後に、募金活動に協力した生徒諸君に心

から感謝するとともに、被災地の１日も早い

復興を心からお祈り申し上げます。 

 

 

 

  

   

           

 

 高総体を目前に控え、ご家庭でのお子様の

様子はいかがでしょうか。特に高校3年生

は、最後の高総体へ向けて、それぞれの目標

を達成しようと、日々懸命に努力されている

ことと思います。  

 高総体が終わると、３年生はいよいよ受験

モードへと突入します。放課後補習が始ま

り、週末は2週続けて模擬試験を受験しま

す。公務員志望者や就職志望者については、

公務員模試や就職模試が行なわれます。この

頃には公務員試験や就職試験まで残り１００

日、センター試験まで２３０日という時期と

なっています。  

 このように、変化がめまぐるしい時期では  

ありますが、お子様が気持ちの切り替えを上  

手に行ない、進路実現に向けて本格的な受験  

勉強のスタートを切っていけるようサポート  

してまいりたいと思います。 

生 徒 指 導 部 より 

生 徒 会 ・ 美 化 部 より 

進 路 指 導 部 より 

 Hey, how’s it going? Do you like festivals? I quite like them. Especially, I like the eccentric and obscure ones. 

祭りが好きですか。私は特にちょっと変と有名じゃない祭りが好き。The one I want to tell you about 

today is the Cooper’s Hill Cheese-Rolling and Wake. 本日に紹介したいのは「クーパズヒルのチーズ転がし

祭り」。It takes place at Cooper’s Hill, near Gloucester, in England.  場所はイギリスのグロスターの近くの

クーパズヒル。The aim of the event is to catch the cheese. エベントの目的はチーズを捕まえてことで

す。The cheese weighs roughly 4kgs and rolls very, very fast. During the event there are many injuries. チー

ズはだいたい４kg、100km/hの早さに転びます。負傷が多い。It started as a local festival, but recently 

more and more people from overseas have been participating. 始めは地元の祭りでした、でも最近外国の

方が参加します。In the past there have been winners from various countries, even Japan! Three years ago a 

man dressed as a ninja won a race. 前、色んな国から来ました勝者がいました。日本にも！3年前、忍者

に扮した勝者がいました。There are so many interesting festivals in the world! I wish I knew more about 

the festivals on Iki. Please tell me about a few of them. 壱岐の祭りのこともっと知りたい。教えてくださ

い！  

ALTセリーナ先生コラム「世界に壱岐ましょう！」 


