
 いよいよ６月１日（金）から高総体がはじまります。出場する各部とも、本番へ向けた練習に余

念がないことと思います。また吹奏楽部や放送部をはじめとする文化部等も、６～７月はコンテスト

や発表会などが目白押しです。 

 ナポレオンは「戦いは最後の五分間にあり」と叱咤しました。勝っていても、その勝ちに慢心して

は足下をすくわれる、最後まで集中力を切らさずに戦い抜くことが大切。逆に負けていても、最後の

五分間に勝機がおとずれ、逆転につながることも・・・最後まで諦めないことで、勝機をものにでき

る可能性があります。また、戦いに勝ち負けが必定であるのであれば、必ず負ける時があります。負

け方にも、悔いを残さぬ負け方、次につながる負け方があり、それも「最後の五分間」の戦い方次第

なのかもしれません。 

 さて、君たちは運動部にしろ文化部にしろ、部活動を通して様々なことを学び身に付けながら成長

しています。「人間修養」には、個人の研鑽と集団の結束が必要だ、と説かれます。団体種目は、個

人の技量と集団としてのチームワークのバランスがもちろん必要です。しかしながら個人種目におい

ても、仲間との切磋琢磨や、周りのサポート・応援が個々人を成長させます。人は、一人では生きて

いけないのですね。十数年生きてきた高校生ともなれば、実愜として理解できると思います。スコッ

トランドには、「愚者はまぐれ当たりを自慢し、賢者はミスショットから多くを学ぶ」ということわ

ざがあるそうです。人は誰でもミスをします。そのミスを悔いるだけでは次につながりません。ミス

を繰り返さないための分析と実行が、次のステップへの階段となります。部活動はまさにこの積み重

ねではないでしょうか。きっと３年生のみなさんは、その階段を一歩ずつ登って来たはずです。 

各部活動の勝負の季節。本番でいかなる展開になったとしても、これまでの練習の積み重ねを信

じ、集中力を切らさず、最後の最後まで懸命に戦い抜いてください。壱岐高生の鉄の意志、存分に発

揮されんことを祈念します。   
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巻頭言    

      「部活動、勝負！」 
           教頭 野村雄大         



 先日のPTA総会には、多数のご参加をいただ

き誠にありがとうございました。各クラスの学級

懇談会においても、それぞれの進路を見据えた検

討ができたようで、有意義な時間が持てたのでは

ないでしょうか。今後も保護者の皆様と本校が連

携を取りながらお子様の進路実現を目指して参り

ますので、ご協力のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 さて、最後の高総体がいよいよ迫ってきまし

た。部活動の意義はそれぞれかもしれませんが、

同じ志を持つ者同士、厳しい練習を乗り越え、喜

びや悔しさを共有し、助け合ってきた経験はきっ

と将来の財産になるに違いありません。これまで

高校生活で培った経験を糧とし、先輩としての自

覚を持ち、それぞれの使命を果たして欲しいと思

います。最後まで悔いの残らぬよう、各人、各ク

ラブのベストを目指して、『頑張れ壱岐高生！！

頑張れ３年生！！』 

    

 

   

 新学期が始まり2ヶ月が経ち、新しいクラスに

も慣れてきた頃だと思います。この1ヶ月を振り

返ると、ゴールデンウィークでは多くの部が遠征

に行き、5月15、16日には2年生になって初め

ての中間テストもありました。そうこうしている

うちにあっという間に高総体です。多くの生徒が

この1ヶ月を一瞬に愜じていることと思います

が、気づかないうちに疲労が溜まっていたり、精

神的にも疲れが出てきたりする時期でもあります

ので、家ではしっかりと睡眠と栄養をとるように

心がけさせて下さい。 

 また先日のPTA総会では多くの御出席を賜

りまして、誠にありがとうございました。そ

の時に申し上げましたように、2年次での家

庭学習時間の差がそのまま受験時の合否の差

になるという結果が出ています。高総体間近

で家庭学習時間の確保が出来ていない生徒もいる

と思いますが、保護者様のお声かけをお願いいた

します。 

先日行われましたＰＴＡ総会では、学年全体の

72％もの保護者の皆様にご出席いただき、あり

がとうございました。第１学年の生徒たちは初め

ての定期考査を終え、高総体に向けて文武両道に

励んでいます。１年生で高総体に参加する生徒は

尐ないですが、先輩方が100％の力を発揮でき

るよう、全力で応援・サポートに励んでほしいと

思います。 

文理選択説明会を6月16日（土）に実施いた

します。将来の職業や卒業後の進学・就職を見据

え、お子様が適切な文理選択をする上での重要な

説明会となります。休日ではありますが、保護者

の方にもぜひ参加して頂き、お子様が適切な文理

選択をできるようサポートをよろしくお願いいた

します。 

最後に、高総体が終わると早朝補習が再開さ

れ、６月末には期末考査が行われます。１学期の

成績を決める重要な考査になりますので、ご家庭

でも励ましをよろしくお

願いします。 

                                 

第 ３ 学 年 より 

第 ２ 学 年 より 

第 １ 学 年 より 

東アジア歴史･     コース 中国語 

 ５月２６日（土）、原の辻ガイダンスにて、「古代米

づくり体験（お田植え祭）」が開催され、本校の東ア

ジア歴史・中国語コースの３４名が参加してまいり

ました。  

 古代米づくりは、農機を使わずに素手による田植

えで、古代人の生活さながらの体験をすることがで

きました。１年生の中には初めは戸惑う生徒もいま

したが、次第に手際良く植えることができるように

なりました。立派な稲が出来るといいですね。１０

月の稲刈りが楽しみです。 

  ＰＴＡ総会の様子→ 

たくさんのご参加ありが

とうございました。 



 いよいよ明日が高総体開会式です。集大成の

大会となるよう各部最後まで力を出し切ってき

てください。 

 さて、２点お伝えしたいことがあります。１

点目は「乗り降り禁止区域・登下校時の交通マ

ナーの遵守」です。「愛される壱岐高・応援さ

れる壱岐高」であるために、道路を広がって歩

かない、許可された場所で乗降するなどのルー

ルの確認を再度ご家庭でもお願いいたします。

２点目は「衣替え」についてです。本校では自

己の体調管理に努める目的で、「衣替え」の指

示をなくしています。以下のことに注意し、各

自の体調に合わせて「衣替え」をしてくださ

い。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、衛生面か

ら下着としての着用は丌可としています。 

 ご理解・ご協力、よろしくお願いします。 

 いよいよ週末から高総体となりました。運動

部に所属する３年生は、勝負の時です。最後の

高総体という、周囲の観客が多くて緊張愜があ

り、負けると次はないというプレッシャーを愜

じる独特の環境で、自己ベストを出すべく力を

尽くして欲しいと思います。勝ち負けにかかわ

らず悔いは残るものですが、重圧をはねのけて

完全燃焼することが、高総体後に控える進路実

現の場面でも大きな自信となります。 

 さて、６月以降は３年生の模擬試験が本格的

に始まります。２年生も６月１６日（土）には

県下一斉実力テストがあります。春季の学習成

果を測る大切な試験ですので、生徒一人ひとり

が明確な課題意識を持って臨んでください。ま

た、６月１５日（金）の放課後には壱岐の島

ホールで進学相談会があります。生徒は勿論で

すが、保護者の皆様もぜひ足をお運びいただ

き、情報をお持ち帰りください。詳しくは事前

配布のパンフレットをご覧ください。 

「歓迎遠足」 

４月２７日、晴天に恵まれ、すがすがしい春

の日和の中、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。 

 今年度から「青い海と緑の広場」に場所を変

更し、生徒会の創意工夫に富んだレクリエー

ションで楽しみ、絆を深めました。新たな壱岐

高校、虹の原

の仲間を迎え

笑顔あふれる

一日となりま

した。 

 

 

「両校戦」 

 ５月２日、両校戦が行われました。男女バ

レー部、女子バスケット部がそれぞれ日頃の練

習の成果を十分に発揮し、白熱した戦いが繰り

広げられました。 

 ６月の始めには高校総体があるので、共に競

技力を高め合いながら壱岐の代表としてそれぞ

れ頑張りましょう。 

生 徒 会 ・ 美 化 部 より 

進 路 指 導 部 より 

 Canada is not an old country, but there are thousands of years of history. The first people to Canada/

Turtle Island, were the Aboriginals (先住民), 1000 years B.C.       Last week, I read a book written about 

an aboriginal tribe (部族) that lived in Northern Ontario, called the Algonquin. The book was written by 

a man I met while I lived in Kingston city. Rick Revelle is a member of the Algonquin tribe, a descen-

dant (子孫) of the people he wrote about. The book is called I am Algonquin 

(私はアルゴンクイン人です). This book is written in easy English and you 

can learn a lot about how the aboriginal people lived 1200 years ago. I 

learned many new words in Algonquin too! I enjoy learning about ancient Ca-

nadian/Turtle Island history because it shows the true struggle of survival. 

Please enjoy learning about Canadian history with me and please teach me 

about Japanese history too! 

ＡＬＴケイラ先生コラム 『Kayla’s  Doble Doble Time』 

生 徒 指 導 部 より 



６月行事予定 ①１年 ②２年 ③３年  
壱岐高Topics! 

「吹奏楽部 活躍！」 
 5月５日（土）壱岐カントリー倶楽部のゴルフ

場無料開放イベントにおいて、本校吹奏楽部が出

演しました。「子どもの日」ということで、小さ

な子ども達がたくさん集まっている中、今流行の

曲や、ＣＭでおなじみの曲などを演奏し、歌やダ

ンスを交えながら訪れている人達を楽しませてい

ました。 

 

 

「生徒総会」 
 ５月２４日（木）本校体育館にて生徒総会が行

われました。壱岐高校生徒会は総務委員が中心と

なって、生徒全員が、より充実した学校生活を送

れるよう一生懸命に活動しています。今後の壱岐

高校のますますの発展に期待してください！ 

1 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 第１回英検一次 

2 土 
授業日・県高総体           

高総体特別時間割(45分午前中日課)  

3 日 
授業日・県高総体           

高総体特別時間割(45分午前中日課)  

4 月 県高総体 地域清掃活動(午後)  

5 火 県高総体 平常授業  

6 水 【代休6/3日】 (県高総体)  

7 木 

(県高総体) 放課後補習開始③      

高総体報告会 放送部推戴式       

就職・公務員１００日前集会 

8 金 (県高総体) OMURA室内合奏団（午後）  

9 土 
★①② 進研ﾏｰｸ(５教科)③       

第3回公務員模試(実教)③ 

10 日 進研ﾏｰｸ(５教科)③ ＨＳＫ①③  

11 月 
生徒会役員選挙立候補者締切       

体育部主将会 内科検診① 

12 火 生徒会役員選挙立候補者公示   

13 水 就職希望者保護者集会③ 内科検診①  

14 木 
短縮授業 いじめ・悩み調査       

ＬＨＲ（生徒会 選挙立会演説会・投票） 

15 金 
栄美通信 進学相談会           

上海語学研修事前説明会 耳鼻科検診① 

16 土 
県一斉(３教科)②③ GTEC③       

文理選択説明会①(生徒・保護者) 

17 日 県一斉③   

18 月 生徒会役員当選者公示 考査時間割発表  

19 火    

20 水    

21 木 LHR（生徒会役員任命式・文化祭企画検討）  

22 金    

23 土    

24 日 中国語検定①②③   

25 月 期末考査①②③ エアコン清掃(～29日）  

26 火 期末考査①②③   

27 水 期末考査①②③   

28 木 
期末考査①②③ 野球部推戴式             

総務委員会新旧引継会 

29 金 文化祭企画書１次締切    

30 土 

★①②③ 高大連携(長大)②③(3,4校時) 

公務員講習・ｲﾝﾀｰ事前指導③                

生徒会総務委員会研修会             

G-TEC（3,4校時） 


