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巻頭言

「優しさ」の力
校長

山口

千樹

壱岐高校で強く感じるのは、生徒の皆さんの“優しさ”です。優しく育んでくれた家族や
地域があるからこそ、皆さんも優しいのだと思います。グローバルな競争が激化する世界に
あって、“強さ”や“速さ”が重視されがちですが、本当に大切なのは“優しさ”ではない
でしょうか。
優しさの原点は、それぞれの存在を尊重するというところにあると思
います。それを痛切に感じたのは、昔、アメリカで研修を受けたときで
す。研修先周辺の地図を眺めていると、どの街にも「マルチン・ルー
サー・キング通り」があることに気づきました。これは、黒人の公民権
運動に取り組んだキング牧師にちなんだものです。違いを尊重し差別を
排除するという、アメリカ国民の意識の高さを示したもので、感動を覚
キング牧師
えました。
しかし、現在の世界は、“優しさの足りない”時代へ向かっているのかもしれません。イ
ギリスのEUからの離脱やドイツ首相の丌人気、イタリア首相の辞任などには、難民や移民
の流入を背景にした「自分の国さえ良ければいい」という雰囲気を感じます。宗教や人種の
違いを乗り越えてひとつになった欧州が、再び分裂しようとしている気配に丌安を覚えま
す。同様に日本でも、障害を持った方への暴力事件や福島第一原発からの避難者に対するい
じめなど、優しさとは正反対の事件が起こっています。
このような現状にあって、“優しい”壱岐高生は、時代を変える特別な存在のように思
えてきます。皆さんには、これまで以上に違いのある他者を尊重し、優しさを実現してほし
いと思います。なぜなら皆さんの優しさこそが、次代をつくる力だと信じているからです。
年末にあたって、誰に優しくでき、誰に優しくなかったか、この１年間を振り返ってみ
てください。そして大切な人と、よいお正月を迎えてください。

中村遼太君

県総文祭書道部門大会 準大賞

平成２８年度長崎県高等学校総合文化祭書道部門において、２年４組、
書道部の中村遼太君の作品が、応募数百点の中から準大賞（第２位）に
選ばれました。
受賞した作品は「傳山 草書五言律詩軸」の臨書で、流麗でリズム感
のある筆の運びが特徴です。中村君は「今回の作品は８月から練習して
いましたが、なかなか満足のいく作品が書けず、締め切りの日まで苦し
みました。それでも毎日練習した甲斐があって、準大賞に選ばれたこと
は嬉しかったです。今後の目標は九州大会で優秀賞を取ることと、来年
の総文祭で大賞を取ることです。」と話していました。

１月行事予定

壱岐高Topics!
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「心に響く人生の達人セミナー」
１２月８日（木）、本校体育館にて「心に響
く人生の達人セミナー」が行わ
れ、「ミクロ映像の世界へよう
こそ」という演題で、顕微鏡撮
影カメラマンの忍足和彦先生が
講演なさいました。
先生は、今は誰も気にとめな
いようなことが将来の科学の発
展につながるというお話の後、ご自身の人生
を振り返りつつ、どのように科学映像の世界
へ進んだのか、また、ミクロ映像の可能性に
ついて、実際の顕微鏡写真を例に挙げながら
お話しくださいまし
た。
生徒たちは「プロと
して独立し生計を立て
ることの難しさを知っ
た。」「情報を鵜呑みに
するのではなく、自分
（ミジンコの顕微鏡写真）
の目で確かめることの重要性を改めて知るこ
とができた。」と話していました。
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①１年 ②２年 ③３年

日
月 年始休暇
年始休暇
火
センター試験プレテスト(Ｋパック)③
水 センター試験プレテスト(Ｋパック)③
木 冬季補習①②③
金 冬季補習①②③
土 冬季補習①②③
日
月 【成人の日】

10

火 始業式 大掃除 課題テスト①②

11

水

12

課題テスト② ７校時実施
ＬＨＲ(百人一首)
７校時カット→1/11へ
木
センター試験出陣式③

13

金 センター試験会場設営(２ｈ授業)

14

土 大学入試センター試験
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日 大学入試センター試験

16

月

17

センター試験自己採点③(AM)
献血（午後）
火 考査時間割発表③ 特編Ⅱ期開始

18

水 早朝補習再開①②

「マネープラン講座」

19

木 ＬＨＲ（学年・学級）

１１月２５日(金)
３年４、５、６組の
生徒を対象に、全国
銀行協会の伊藤誠治
様をお招きして、マ
ネープラン講座が行
われました。この講
座は、人生における様々な選択をカードゲー
ムでシミュレーションしながら、実際にどの
くらいのお金がかかるのか、収支決算を行う
というものです。
生徒たちは時折歓声を上げながら、将来の
人生設計とそれに伴う出費額を計算して、人
生を楽しむためには具体的なマネープランが
必要だということを理解しました。
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金

21

土

22

進研実力テスト(５教科)② 進研実力
テスト(３教科)① ｻｯｶｰ(～22)
進研実力テスト(５教科)②
日
第３回英検一次
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月 三者面談③

24

火

25

学年末考査③ 修学旅行②
三者面談③
学年末考査③ 修学旅行②
水
三者面談③
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木 学年末考査③ 修学旅行②

27

金 学年末考査③ 修学旅行②

28

土 ﾊﾞｽｹ・ﾊﾞﾚｰ・ｻｯｶｰ(～29)
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日

30

月 考査返却特別時間割③

31

火 考査返却特別時間割③

ハイレベルテスト① 全統記述模試②
公務員模試②

進 路 指 導 部 より
来年の１月１4日・１5日に、大学入試セ
ンター試験が実施されます。本校が離島会場
となって9回目の実施となります。
さて、大学入試センター試験ですが、志願
者が57万人を越える、全国統一の入学試験
です。国公立大学をはじめ、500以上の私立
大学、約150の短期大学が入試に利用してい
ますので、大学・短大への進学希望者にとっ
て必須の試験と言えます。
―2017年度以降の入試で注意すべきことー
１．英語外部試験の活用
英検やTOEICなどの英語外部試験を入試
に利用する動きが急速に広まっています。国
公立大では、九州工業大、鹿児島大が2017
年度入試より全学部で新たに利用します。
1,2年生の皆さんは積極的に英検を受検し入
試を有利に進めましょう。
２．インターネット出願の拡大
出願期間内に指定の出願サイトにアクセス
し、出願フォームに必要事頄を入力・送信す
ることで、出願手続きの大部分をネット上で
行うことができます。ただし、出願確認書類
や調査書などは別途郵送が必要で、ネット上
だけで出願が完了するわけではない点に注意
が必要です。九州大学を始め、私立大学の約
50％がインターネット出願を導入します。

生 徒 指 導 部 より
先日、壱岐地区学校警察連絡協議会が行わ
れ、壱岐警察署から「中高生における現在の
問題は、携帯電話・スマートフォンに関する

東アジア歴史･

中国語

ものがほとんどである。」と報告がありまし
た。近年の人間関係トラブルや金銭トラブル
などは、これらの機器によるものがほとんど
です。生徒が安心して生活できない危険性が
あることを認識し、各ご家庭におきまして
も、再度お子様とのルールの確認や日々の声
かけ等、よろしくお願いします。
また、冬季休業中の過ごし方については、
「中学生・高校生の冬季休業中における生活
指導について」をご覧いただき、規則正しい
充実した生活を送っていただくとともに、お
子様を事故から守り、犯罪や非行に巻き込ま
せないよう、ご家族における十分な監督・ご
指導をお願いいたします。

保 健 ・ 相 談 部 より
最近、生徒が咳をする姿やマスクを着用し
ている姿を多数目にします。今後はインフル
エンザ等感染症の流行が予想されるため、ご
家庭での感染症予防にご尽力願います。また
３学期始業後においては、出席停止の適切な
取扱いをお願い致します。詳細については、
１２月２１日配付の保健だよりに記載してお
りますので、どうぞご確認ください。
今年度は、例年より多くの受診報告書をご
提出いただいております。冬季休業は受診を
する絶好の機会です。必要な生徒には、受診
勧告書を配付しておりますので、ご検討のほ
どお願いいたします。
生徒のみなさんは、この休みを利用して心
身のエネルギーを充電してください。１月に
笑顔で会えることを楽しみにしています。

コース

１２月１０日（土）、
京都外国語大学で開催
された第20回全国高校
生中国語スピーチコン
テストにおいて、中級部門で３年６組の鈴木岳
斗君が高等学校中国語教育研究会賞、初級部門
で１年６組の西島菜純さんが審査員奨励賞を受
賞しました。また、同日西南学院大学で開催さ
れた第15回九州・山口地区高校生中国語発表
会において、朗読部門で１年６組の山内沙南さ
んが第１位、金子皓介君が第３位、暗誦部門で
２年６組の鴨川海渡君が第２位、篠﨑薫さんが

第４位、スピーチ部門で林拓真君が第２位、米
田智愛さんが第３位を受賞し、二つの大会で出
場者全員が入賞を果たしました。
また、先日13日にはコース生徒１．２年生
が福岡大学、西南学院大学を訪問し、大学の講
義を受講したり施
設を建学したりし
ました。コース生
徒にとって、大学
の学問を知る良い
機会となりました。

第 ３ 学 年 より
保護者の皆様には、進路決定者集会、三者
面談にご多用の中おいで頂きありがとうござ
いました。卒業まで残すところ３ヶ月になり
ました。６９回生全員の進路が決定できるよ
う学年団でサポートして参りますので、ご家
庭での激励をよろしくお願いします。
さて、進路が決定した生徒達は、漢字検
定、英語検定等を受検するなど最後まで基礎
学力の定着に努めてください。センター試験
を受験する生徒達にとっては、これからが正
念場です。焦りや丌安を感じるかもしれませ
んが、全国のライバルも同じ気持ちです。そ
して、一人で戦っているわけではないことを
思い出して下さい。受験は団体戦です。６９
回生全員で最後まで粘り強く、全力で戦って
下さい。「自分に負けたくない。」と思う人
はきっと合格します。自分を信じてネガティ
ブに前向きに努力をしてください。周りには
みんなを応援してくれる人がいることを忘れ
ないで下さい。

100名弱の保護者様に参加していただき、講
演を聴く生徒の姿勢も良好でした。生徒・保
護者・学校の三者が一体となって３年生の０
学期をスタートさせるいいきっかけとなりま
した。当日欠席された方で、ご質問等があり
ましたら、遠慮なく担任までお問い合わせく
ださい。三者面談についても、ご多用の中、
ご来校ありがとうございました。
今年もたいへんお世話になりました。新年
の始めには、お子様に明確な目標を語っても
らい、充実した年末年始をお迎えください。

第 １ 学 年 より

入学からこれまでのお子様たちの生活はい
かがだったでしょうか。部活動との両立、何
より学習の質や量、そのスピードに圧倒さ
れ、中学校とのギャップに未だ悩んでいる生
徒も尐なくないと思います。義務教育を終え
てなお、学力での進路実現を志した以上、時
に挫けながらも目的達成まで学び続けるべく
激励をお願い致します。
一つの方策として、生活習慣の見直しや起
床・就寝・勉強時間の固定を徹底するといっ
第 ２ 学 年 より
たご家庭でのルール作りがあります。その中
師走になりました。今年中にやっておきた でも睡眠時間は生活の礎であり、記憶力や学
いことを、必死にこなしている感じがして、 習に大きな影響を不えることは周知の通りで
もっと日頃から計画的に過ごさないといけな すが、特に「今日中に就寝する」ことが重要
い、と思う日々です。今年中にやっておきた です。そのために学校での休憩時間の活用
かったことの1つが、生徒・保護者の皆様を対 や、朝型の生活スタイルへの変更など、冬季
象にした進路講演会です。今年度は「子ども 休業中に各家庭でも工夫を試みてはいかがで
の進路を考える会」と名称を改め、同時間帯 しょうか。有意義な休業となるようよろしく
に２講座開催し、その後は学年ＰＴＡも行い ご指導お願い致します。
ました。平日夕方の時間帯にもかかわらず、

Ｋａｙｌａ‘ｓ ｄｏｕｂｌｅ ｄｏｕｂｌｅ ｔｉｍｅ （ＡＬＴ ケイラ先生のコラムです）
Its Christmas time! Do you know what this means? Yes, Baking! Christmas in Canada – for
my family, is a time to bake sweets for all our friends and family! At Christmas time I bake
sugar cookies for all my friends and teachers! I would like to teach you the recipe for Sugar
cookies so you can share with your friends too!
Ingredients: 2 3/4 cups of flour （中力粉 2と3/4カップ） 1 tsp baking soda（重曹小さじ
１） 1/2 tsp baking powder （ベーキングパウダー小さじ1/2） 1 cup softened butter （柔ら
かくしたバター１カップ） 1 1/2 cups of sugar（砂糖1と 1/2カッ
プ） 1 egg （卵 １個） 1 tsp vanilla extract （バニラエッセンス小
さじ１）Instructions: - In a small bowl, Stir together flour, baking soda and baking powder. - In a large bowl, cream butter and
sugar until smooth. Beat in egg and vanilla. - Blend in dry ingredients. Roll into balls and place on an ungreased cookie sheet. Bake in the oven at 250 until golden. Let cookies sit for 2 minutes before placing on a wire rack to cool. Then decorate!

