
 

 

 

 
 

「校長室の窓から」 

「新型コロナウイルス ～ワクチン接種を期待しつつ、粘り強い感染防止対策を～ 」 

3 月下旬から 5 月上旬にかけて、全国的に新型コロナウイルスの第四波が到来し、長崎県

内、特に長崎市内においては、４月下旬から５月上旬にかけて猛威を振るっています。長崎県

内においては 5月 8日に 65人、連日 50人前後、五島市内においては 5月 8日に 5人、5

月 10日までの 5月の合計が 17人という感染者の数です。私たちはいつ感染してもおかしく

ない状況であり、今一度、マスクの着用やこまめな消毒、密を避ける、島外への不要不急の移

動を控える等の感染症拡大防止対策の徹底を図る必要があります。何の心配もなく自由に行

動できる時がなかなか訪れませんが、私たちは、家族や周囲の人たちと励まし合いながら、辛

抱強くその時を待たなければならないと思います。 

新型コロナウイルスの感染の経緯を振り返ってみたいと思います。2019年 11月 22日に、

中華人民共和国湖北省武漢市において世界で初めて確認された「原因不明のウイルス性肺

炎」が、2020 年１月に新種のコロナウイルスによるものと特定されました。このウイルスは武漢

市内から中国大陸に感染が拡がり、中国以外の国家と地域に拡大していきました。日本でも

2020年 1月 28日に初の感染者が確認され、都市部を中心に感染者が増え、3月には感染

の流行を早期に終息させるという目的で全国一斉に学校（小・中・高・特支）の臨時休業措置

が執られました。4 月には全国に緊急事態宣言が出され、4 月下旬から 5 月上旬にかけて全

国の多くの学校（長崎県立の高・特支含）で2度目の臨時休業措置が執られました。新型コロ

ナウイルス感染拡大の波は、この 4 月から 5 月にかけて第一波、7 月から 8 月にかけて第二

波、11 月から 2021 年の 1 月にかけて第三波、そして今回第四波という形で現れています。

今回の長崎県、特に長崎市の感染状況が予断を許さない状態となり、長崎県は、5 月 8 日に

県独自に長崎市のみに限定して「緊急事態宣言」を出し、5月 10日に「まん延防止等重点措

置」を県内に適用するよう国に要請しました。 

感染が爆発的に広がっている今の第四波は、変異ウイルスが猛威を振るっている状況で、

従来型のウイルスに比べて感染力が高く重症化率が高いといわれています。イギリス由来の変

異株は、ウイルスのタンパク質の 501 番目のアミノ酸がＮ（アスパラギン）からＹ（チロシン）に

変わり表面に存在するスパイクたんぱく質が人の細胞と結合しやすくなったとされる N501Y

の変異をもつものです。南アフリカ株とブラジル株は、N501Y変異に加えて E484K変異を併

せ持っており、ワクチンの有効率を減少させる可能性があるといわれています。L452R 変異を

持つインド株は感染力が強く、日本人の６割が持つ白血球型の免疫から逃れる能力もあると

指摘されています。これらの変異株は、日本国内でも爆発的に広がっており、5月12日時点で

の国立感染症研究所推計では、感染者の 9割以上がイギリス型の「N501Y」に置き換わった

とされています。 

世界の製薬大手企業等においては、新型コロナウイルスの感染が拡大するのと並行して、ワ

クチン開発にしのぎを削ってきました。そういう中で、アメリカのファイザー社とドイツのビオンテ

ック社が共同開発したワクチンの接種が、いち早く 2020 年 12 月頃からイギリスやアメリカ、

イスラエル等で始まりました。このワクチンは、mRNA ワクチンという種類で、新型コロナウイル

スが細胞に感染するときの足がかりとなるスパイクたんぱく質を作るための遺伝情報「mRNA

（メッセンジャーRNA）」を投与し、体内でスパイクたんぱく質を作ることで、ウイルスを攻撃する

抗体を作るよう促すという免疫の働きがあります。このワクチンに続きアメリカのモデルナ社が

開発したワクチンやイギリスのアストラゼネカ社とオックスフォード大学が共同開発したワクチン

等も世界各国で接種が進められています。日本国内では、2021年2月17日から、医療従事

者を対象に、ファイザー社等が開発したワクチンの先行接種や優先接種が行われています。4

月 12 日からは、65 歳以上の高齢者を対象にした優先接種も進められています。世界のワク

チン接種率（１回目）は、2021年 5月 7日時点で、イスラエルが 62.5%で 1位、続いてイギ

リスが 50.6%で２位、アメリカが 43.7%で３位、フランスやドイツは 20%水準であるのに対し

て、日本は 2％と極端に低い状況です。日本政府はこのファイザー社製のワクチン以外にもモ

デルナ社製やアストラゼネカ社製のワクチンも供給する予定にしていますが、世界のワクチン接

種状況に追いつくためには、国内で開発・臨床試験が進められているアンジェス社と大阪大学

が開発したワクチンや塩野義製薬、第一三共製薬等のワクチンの接種を１日も早く可能にする

必要があると思います。 

ワクチン接種のペースが速い世界の国々の状況については、ワクチン接種が世界最速ペー

スで進むイスラエルでは、2021 年 4 月 22 日には新型コロナでの死者が一人も報告されな

かったということです。アメリカでは、4月 27日に、疾病対策センター（CDC）による「新型コロ

ナウイルスワクチンの接種を完了すれば、屋外でマスクを着用しなくてもいい」とする新たな指

針が発表されました。 

2021年 5月 12日に横浜市立大学の研究チームによって、ファイザー社製のワクチンを 2

回以上接種した人の約9割が、日本で見つかっているほとんどの変異株（イギリス株、南アフリ

カ株、ブラジル株、インド株等）に対する中和抗体を持っていたとの研究結果が発表されまし

た。この結果により、私たちは「ワクチン接種によって、新型コロナウイルス感染症を抑え込むこ

とができる」という期待がもてるようになったと思います。 

私たちが新型コロナウイルスワクチン接種を身近にできる日が１日も早く来ることを願いな

がら、感染防止対策を粘り強く続けましょう。 
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～ いじめ根絶集会 ～ 

５月６日（木）に、いじめ根絶集会が行われました。本校ス

クールカウンセラーの山野先生による『あなたの気持ちわか

ったつもり！？』と題した講話では、相手の言葉以外の様子に

も注意をして双方向のコミュニケーションを意識することを学

びました。その後、『思いやりの気持ちを持って生活しよう』と

題したワークショップを行い、「人に言われてうれしいこと」や

「人にしてもらってうれしいこと」を考える活動を通してそれぞ

れが「いじめのない学校」について考えを深めました。 
 

～ 生徒総会 ～ 
５月２０日（木）に、生徒総会が行われました。生徒会による活動方針等の説明や各クラス

からの要望等について話し合われました。また、最後には「いじめ根絶宣言」として、いじめ根

絶集会を通して作成した「いじめのないみなみの木」が提示されました。 

 

 

 

 

 

 
 
～ ６月の行事予定 ～ 

 
  

 ２日（水） 高総体壮行式 

 ５日（土）～７日（月）高総体 

 ８日（水） 補習開始（３年就職希望者） 

  １０日（木） 進路ガイダンスセミナー 

  １１日（金） 服装頭髪指導、 

地元企業説明会 

  １４日（月） 家庭訪問（１・２年 ～３０日） 

１６日（水） DV防止教育 

  １７日（木） 考査時間割発表 

  １８日（金） 内科検診（３年） 

  １９日（土） 県一斉模試（３年補習受講者） 

  ２０日（日） 全商珠算・電卓実務検定 

漢字検定 

  ２４日（木）～２９日（火） 第１回考査 

  ２７日（日） 第１回英語検定（２次） 

 
 

 

～ 令和３年度長崎県高等学校総合体育大会 ～ 

令和３年度の高総体の組み合わせが決定しました。生徒たちはこの日のために日々の練習

に励んできました。応援よろしくお願いいたします。なお、原則、無観客での開催となっておりま

すので予めご了承ください。また、高総体の結果はメールメイトにて配信します。  

☆バドミントン部☆ 
 
男子団体 

（会場：佐世保北高校第二体育館） 

６月５日（土）9：30～  

１回戦 五島南 対 創成館 
 
男子ダブルス 

（会場：佐世保北高校、佐世保南高校） 

６月６日（日） 

１回戦 松下・平松ペア 対 小浜 

荒木・橋田ペア 対 大村工業 

       古賀・久保ペア 対 九州文化 
 
男子シングルス 

（会場：佐世保南高校、佐世保市東部スポーツ広場）  

６月７日（月） 

１回戦 松下 対 小浜 

       荒木 対 佐世保工業 

       古賀 対 諫早 

 

 

 

 
 
女子ダブルス 

（会場：佐世保市東部スポーツ広場） 

６月６日（日） 

１回戦 坂口・江藤ペア 対 清峰 

       横山・馬場ペア 対 佐世保西 

 
 
女子シングルス 

（会場：佐世保東翔高校、佐世保市東部スポーツ広場） 

６月７日（月） 

１回戦 坂口 対 北松西 

       江藤 対 向陽 

  

☆陸上競技部☆ 

◎ご相談やお気づきがあればいつでもご連絡ください。 

五島南高校 （電話）0959-82-0132 （FAX）0959-82-0185  

◎五島南高校メールメイトに是非ご参加ください。 

以下のアドレスに空メールを送ってご登録ください。 

gotominami-t@m-mate.com  

 
（試合会場：トランスコスモススタジアム長崎） 

６月５日（土） 

 

 

 
 

６日（日） 

 

 

 

 
 

７日（月） 

八種競技 

 

１５００ｍ 

４×１００ｍＲ 
 

八種競技 

 

１００ｍ 

 

８００ｍ 
 

２００ｍ 

 

男子 

 

男子予選 

男子予選 
 
男子 

 

男子予選 

女子予選 

男子予選 
 
男子予選  

 

寺田（９：３０ 100m予選、１０：４５ 走幅跳、 

     １４：００ 砲丸投、１６：１５ 400m） 

１２：１０ 山上・松本茂 

１７：１０ 髙峰・出口・小村・寺田・本岡 
 
寺田（１０：５０ 1１0ｍH、１２：１５ やり投げ、 

     １４：００ 走高跳、１６：１５ １５00m） 

 ９：３０ 出口・小村・本岡 

１１：１０ 浜田 

１３：５５ 髙峰・山上・松本茂 
 
１０：００ 出口・小村・本岡 

  


