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巻頭言

「人は人中、木は木中」
教頭

寺田 五男

生徒の頑張りと保護者の皆様のご理解とご協力により、７月２０日に終了式を実施し、１学期
が終了しました。授業設定日が例年より長く続きますが、生徒一人ひとりにとって充実した夏、
飛躍の夏になることを期待します。
１ 「人は人中、木は木中」
「人は人中 木は木中」とは、樹齢三千年を超える屋久杉（縄文杉）で有名な屋久島で言い伝
えられる格言です。杉の木は、杉林の中で、互いが適当な温度、湿度、防風等自然の調和の中で
育つものです。周りの木が切り倒されてしまうと、調和が崩れ、大きな杉が育たず、やがて枯れ
てしまうそうです。木は木の中でこそ生きて育つ、これが『木は木中』と言われる所以です。こ
のことから『人は人中』という言葉は、｢人も人の中でこそ育つ｣という意味になります。
生徒たちは、友人、先輩・後輩、保護者・地域の方々、先生方等、多くの人たちの中で、社会
性や規範意識が培われ、心豊かに成長していきます。時には、関わりの中で、様々なトラブルや
試練にも出会うことでしょう。その時こそが、まさに生徒たちを一歩成長させる機会だと思いま
す。２学期には、体育祭、文化祭が実施されます。学校行事の経験が、人生のどこかで直接的
に、明確に役立つ場面はあまり想定できませんが、学校行事に知恵を絞り、互いに協力しながら
懸命に取り組むことにより、皆さんはひと回りもふた回りも成長していきます。そして、今後社
会に出て人生を生き抜くための足腰を鍛えていることになります。
２ 「自分を過大評価する」
世界のホームラン王の王貞治さん（現在福岡ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾎｰｸｽ取締役会長）は、｢人間は、常に心の
中で自分を過大評価する気持ちが必要なのではないでしょうか。過大評価は、うぬぼれではな
く、自分の可能性はもっと大きなものだと考えることです。そして、あれこれ工夫してみるこ
とが大事です。自分の力はこれくらいだと思ったら、それ以上の進歩はありません。｣と述べて
います。
多くの人は、何度か失敗した結果、｢自分の能力はここまでだ｣等、本当はもっと高いところに
達する能力があるのに、自分を過小評価して、そこにたどり着く努力をしないまま終わってしま
うのだと思います。｢できない｣と簡単に諦める人は、できないと決めつけて、その理由を探し、
それを口実とします。一方、｢できる｣と信じる人は、できるための方策を考え、それを行動につ
なげ、そして継続し続けます。皆さんは、それぞれ途方もない能力を秘めているのに、過去の経
験から自分の可能性を縛る有害な思い込みをしていないでしょうか。限界を決めているのは、自
分自身です。自分で限界をつくらず、諦めずに努力を重ねると、未知の自分、すなわちこんな力
があったのか、こんなことができたのかという新しい自分に出会えるのだと思います。この夏、
何か一つじっくり腰を据えて取り組み、新しい自分に出会いましょう。どんな自分に出会える
か、考えただけでもワクワクしますね。

第 ３

学

年

より

保護者の皆様、三者面談へのご来校ありが
とうございました。お子様の現況をご理解い
ただき、担任と今後の戦略を考える有意義な
ものになったことと思います。
【73回生へ】７月２１日以降も１日７時間
の授業と２コマの自学が続きます。それぞれ
の志望に応じて、自分のやるべき事を全力で
行ってください。また、８月１日～４日の４
日間で、学習合宿に替わる取り組みとして学
力向上日帰り合宿「夏の陣」を計画しまし
た。１・２日目は自分で学び、自分で考え、
自分で調べる「自学自考自調」の２日間とし
ています。学習の基本はこの「自学自考自
調」です。まず、この２日間を有意義なもの
にしてください。３・４日目は先生方に質問
をすることができます。１・２日目で不明
だった点を是非質問し、深い理解につなげて
ほしいと思います。
この夏の頑張りが君たち
の将来を左右します。これ
まで学んだ学習を確かな学
力へと変え、大きく成長し
てください。２学期も全力
で頑張りましょう！

第 ２

学

年

より

７月２０日（月）に学年集会をオンライン
で行いました。「続・生徒主体」をキーワー
ドに、放送部の司会のもと、各クラス代表、
各部の部長や主将に話をしてもらいました。
クラスの代表は、１学期の振り返りや自分の
将来などについて、各部活動の生徒は、部の
活動や目標などについて入念な準備をして誠
実に語っている姿が印象的でした。互いのこ
とを知るのと同時に尊敬の念を持って接し合
える学年づくりに努めていきたいと思いま
す。また、これから迎える夏本番に向けて、
引き続き学力向上のための取り組みを継続し
ていきたいと思います。
保護者の皆様におかれましては、先日の三
者面談にてご来校いただきありがとうござい
ました。お子様の学習や進路、生活等につい

てコロナ禍の中
ご心配な点もあ
ると思います
が、２学年団一
丸となって生徒
の成長を支えて
いきますので、
よろしくお願いします。

第 １

学 年 より

保護者の皆様におかれましては、文理選択
説明及び進路講演会に引き続き、三者面談に
お越しいただき誠に有難うございました。限
られた時間の中でしたが、進路についてお一
人ずつお話を伺い、貴重な機会となりまし
た。今後は、夏休み期間等を通して、ご家庭
で進学先・就職先等、具体的な調べ学習を継
続していただければと思います。コロナ禍の
中多くの大学などがオープンキャンパスを控
えていますが、代替としてインターネット上
で情報提供を行っている大学なども多いよう
です。実際に現地で見聞きはできませんが、
多数の情報を自宅で得ることができるので積
極的に活用してください。
生徒の皆さんが元気に登校する日常が戻っ
たことを嬉しく思うのも束の間、あっという
間に１学期が終了
しました。２学期
へ向けて学習と部
活動の両立を継続
させることを期待
しております。

長崎県高校野球大会の様子

壱岐高Topics!
野球部 大健闘！！
長崎県高校野球大会１８年ぶり「８強」入り
野球部主将 下條 理喜さんより
私たちは、甲子園地方大会の中止が決まってか
ら、この大会で優勝することを目標に練習してき
ました。３年生１５人にとって最後の試合がベス
ト８という結果で終わり、悔しく思います。しか
し、2年半の高校野球生活を仲間で過ごすことが
できて、幸せでした。野球部３８人で戦ったこの
大会が一生の思い出です。
これまで支えてくださった保護者の皆様、応援
してくださった地域の皆様、大会を開催してくだ
さった関係者の皆様、本当にありがとうございま
した。自分たちのプレーで島に少しでも元気を与
えることができていれば、うれしいです。これか
らも、後輩たち新チームの応援をよろしくお願い
いたします。

～Shane先生コラム～

8月行事予定

①１年 ②２年 ③３年

1 土 第4回公務員模試(実教)③

夏の陣③

2 日 夏の陣③
夏季授業①② 歴巡検・中国語長外大研修②
上海外大遠隔① 夏の陣③
夏季授業①② 歴巡検・中国語長外大研修②
4 火
上海外大遠隔① 夏の陣③
夏季授業①②③ 歴巡検・中国語長外大研修
5 水
② 上海外大遠隔支援①
夏季授業①②③ 歴巡検・中国語長外大研修
6 木
② 上海外大遠隔支援①
3 月

7 金 夏季授業①②③

(AM①②,終日③)

8 土
9 日 登校日（平和学習） 公務員無料講習(福岡)③
10 月 【山の日】 閉庁日 学校閉庁期間（～15）
11 火 【8/9代休】 閉庁日
12 水 閉庁日

13 木 閉庁日
Hello everyone! I left home for Japan on July
27th of last year, which means I have completed one year of life in Japan as an ALT. This
month, I would like to talk about my worst and
best experiences in Japan so far. So far, the
most difficult experience has been the driver’s
license exam. Last month, I took the test to get
my Japanese driver’s license. I failed the first
test and passed on my second try. Japanese
rules are so strict! The test wasn’t so bad, but
before the process to take the test was very
long. There were so many forms and documents. I had to take a written test and an interview, and go to Omura twice. That was really
the only difficult experience. I have many, many
good experiences to choose from! I really enjoyed going to the Culture Festival (文化祭)at
both high schools. In American schools, we
have nothing like that. It was really nice to talk
to students and see their hard work. Also, I got
to experience Cherry Blossom viewing （花
見）. For a long time, it was my dream to see
the cherry blossom in Japan. This year I
achieved that goal. As of now, I will be staying
in Japan for one more year. I look forward to the
new experiences that await. Thank you!

14 金 閉庁日
15 土 閉庁日
16 日
17 月 【8/22代休】
18 火 全統河合塾マーク模試③
19 水 全統河合塾マーク模試③
20 木

授業日 【特別時間割～9/5】
開始式 壱岐高テスト①②

21 金 コース宿泊体験
22 土 授業日

壱岐高テスト②

体験入学(ｺｰｽAM,普通PM)

23 日 英検二次
24 月
25 火
26 水 体育祭特別時間割
27 木

体育祭特別時間割
LHR：煌雪祭にむけて①②、進路③

28 金 体育祭特別時間割
29 土 総文祭 歴コ③
30 日
31 月 体育祭特別時間割

故の未熟な言動や行動には、周囲の大人の支援
や指導が絶対に必要です。ご家庭でも揺るぎな
生徒の皆さんへ：慌ただしく過ぎた1学期で いご対応をお願いします。
したが、規則正しい生活を送ることができまし
たか。１学期は携帯電話・スマートフォンによ
る問題行動や校則違反が昨年と比べ増加しまし
進 路 支 援 部 よ り
た。LINEやSNS等を利用したものが多く、い
じめに発展しかねない状況もあり、危機感を抱
三者面談を終え、今後の生活や学習の目標が
いているところです。高校生が犯罪に巻き込ま 定まり、意欲に燃えている人も多いと思いま
れ命を落とす事例も増加しています。壱岐も例 す。壱岐高の夏休みは忙しくもありますが、忙
外ではなく、身近に迫る問題に危機感を抱いて しさは「充実」の裏返しでもあります。
ほしいと思います。
３年生の就職志望者や専門学校への進学志望
保護者の皆様へ：「中学生・高校生の夏季休 者は、インターンシップの経験を踏まえ、自分
業中における生活指導について」というプリン の適性を見極めながら今後出願準備に入りま
トを各ご家庭に配布いたしました。また１学期 す。公務員志望者は様々な講座に参加し、９月
終了式時に、生徒用に「夏季休業について」と の試験に向けた追い込みを行います。また、大
いうプリントを配布しております。今一度お子 学・短大志望者は、今年度島外での学習合宿は
様とともにご覧いただき、壱岐高生らしい生活 実施できませんが、校内での自学会を実施しま
を送ることができますよう、ご指導お願いしま す。合宿で取り組むはずであった１日10時間
す。特に、情報機器端末の普及に伴うトラブル 前後の学習を目指して、自分の限界に挑戦して
が増加しております。LINEやSNS等の利用に ください。
関するマナーの向上、他者とのコミュニケー
学習以外にもみなさんが成長できるきっかけ
ション能力の向上の必要性ついて、お子様とご はたくさんあります。普段の学校生活ではでき
確認下さい。
ない体験をして、「充実した」と胸を張れる夏
どんなに時代が変わっても、子ども達の若さ 休みにしませんか？

生 徒 支 援 部 よ り

東アジア歴史･ 中国語 コース
昨年から取り組んでいる、壱岐島内の未調査遺跡の発掘調査を今年も実施します。
専門家がまだ手をつけていない未解明の遺跡を壱岐高生が明らかにしようとする取組
です。高校生による発掘調査は昭和５０年代までは珍しくありませんでしたが、最近
はほとんど事例がない希少な取組です。去年は、江戸末期に書かれた『壱岐名勝図
誌』に、平清盛が建立したと記載されている石田町湯岳本村触の定光寺で調査を行い
ました。調査期間がわずか３日間で、目標とする中世の地層に漸く到達したか、と思
われるところで調査は打ち切りになりました。それでも平清盛とほぼ同時代に中国の
りゅう せん よう

浙江省 の窯 元で製 作さ れ たと思 われ る 龍 泉 窯 な
ど、海外から搬入された陶磁器の破片が多数見つか
りました。この小さな島とあの平清盛に繋がりがあ
るかもしれない！そんな歴史のロマンを感じる定光
寺で今年も継続してコース１年生と歴史学専攻生が
発掘調査を実施します。
昨年度の調査風景

→

