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巻頭言 

 「Ｄｒｅｓｓ Ｆｏｒ Ｔｗｏ」  
                 教頭  寺田 五男         

体育祭を２７日（月）に無事終了することができました。新型コロナウイルス感染症拡大防

止のため、無観客での実施となりました。本校と虹の原特別支援学校壱岐分校の生徒が一堂に

会してできた学校行事は、４月の歓迎遠足以来となります。今年は、「３６１°～限界の先へ

～」のテーマのもと、短い準備期間の中、体育委員・各学年・各ブロックが協力して、見事な

体育祭を作り上げてくれました。生徒の皆さん、本当にお疲れ様でした。 

今日から中間考査が始まりました。気持ちを切り替えて、しっかり学習に取り組んでいきま

しょう。 

さて、生徒の皆さんは、「Ｄｒｅｓｓ Ｆｏｒ Ｔｗｏ」という言葉を知っていますか。こ

れは、福岡県太宰府市在住の岡本望さんとルワンダ在住の山田美緒さんの活動です。２人は、

大学時代のフラメンコサークルの仲間だったそうです。それでは、「Ｄｒｅｓｓ Ｆｏｒ Ｔ

ｗｏ」とは、どのような活動なのでしょうか。 

ルワンダの女性の月収は、約３，０００円。ルワンダの女性は、好きな洋服を買うことがで

きず、いつも古着を着用していて、オシャレをあきらめているというのです。そこで、１枚の

アフリカ布（キテンゲ）をルワンダと日本の女性で「はんぶんこ」することで、オシャレの喜

びを分かち合うという活動を始めることにしたそうです。ルアンダでは、色とりどりのキテン

ゲと呼ばれる布が１枚６ヤード（約５.７ｍ）単位で売られています。１枚のキテンゲからは、

ワンピースなら２着仕立てることができます。そこで、１枚のキテンゲの料金を、日本の女性

が８割以上（約２万円）負担し、ルワンダの女性は２００円程度支払うことで、お互いが同じ

洋服を買って着ることができるという仕組みです。また、ルワンダの女性は、もともと洋裁の

技術が高く丁寧な仕事をするため、この取組が新たな雇用を生み出しています。 

一見不公平に思いますが、ルワンダと日本の女性が、笑顔、そしてオシャレを「はんぶん

こ」できるという訳です。 

ルワンダと日本で、「笑顔もオシャレも『はんぶんこ』」。岡本さんと山田さんの活動を皆

さんはどのように感じましたか？ 

さて、皆さんは、自分の可能性について考えたことがありますか。今回の体育祭の演技につ

いては、リーダーを中心にアイデアや練習計画等白熱した協議の場があったことと思います。

もしかしたら前日まで上手くいかない状況があったかもしれません。しかし、全員が協力して

形になったものを目の当たりにし、多くの人たちから歓声や拍手をもらうと、満足感や達成感

を味わうことになります。学習、部活動、学校行事等、気づいていない自分の可能性の存在を

信じて、これから何事にも一所懸命に取り組んでみてください。自分がこれまで知らなかった

可能性に出会い、成長という階段を一段上に上れる機会になるかもしれません。 



9月27日（月）に体育祭が行われました。

3年生は壱岐高フェスティバル（通称「フェ

ス」）に向けて、学年・ブロック一丸となっ

て取り組んできました。可愛らしさとスピー

ド感が融合したAブロック。クールでダイナ

ミックな動きが印象的なBブロック。陣形を大

きく展開し、アーティスティックな動きを取

り入れたCブロック。各ブロックが個性豊かな

パフォーマンスで魅了してくれました。ま

た、パネル作成についても、パネル長を中心

に各ブロックがそれぞれのテーマをもとに、

デザイン性が高く、インパクトの強いものを

創り上げてくれました。多くの制限がある中

でも、体育祭という行事を通して、また一つ

集団としての成長を見せてくれたように思い

ます。 

保護者の皆様、体育祭の開催にあたって

も、ご理解とご協力をいただきまして誠にあ

りがとうございました。現在3年生は公務員試

験、就職試験の受験、総合型選抜などに向け

ての準備の真っ只中です。「学習と学校行事

の両立」や「行事を通して成長する」という

ことは決して容易ではありませんが、今一度

お子様に労いの声掛けをしていただきますと

共に、お子様の進路実現に向けて、より一層

のご支援をいただきますようお願い申し上げ

ます。 

体育祭は学校行事の中で最も盛り上がるイ

ベントの一つです。２年生は創作ダンスを披

露しましたが、リーダーを中心に誰もが一生

懸命演技し、達成感を感じた瞬間となったこ

とと思います。また、部活動が再開されまし

た。新人戦等の大会も控えており、２年生が

主軸となって活躍する時期です。時間の制約

がある中で、最高の結果が得られるよう、効

率的に活動したいものです。 

学習面でも、中間考査→進研模試→期末考

査→県一斉模試と自分の力を確認するテスト

が続きます。2年生２学期は３年生を迎えるに

あたり、力を蓄える大切な時期です。職員間

での学力検討会で、２学年は質問の回数が少

ないという意見が出ました。深い学びを通し

て、疑問を抱く機会を増やしてほしいと思い

ます。タブレットを有効に活用しながら、結

果の出る取組が期待されています。 

保護者の皆様、いつもご支援いただき有難

うございます。２学期は様々な行事が続きま

す。季節の変わり目でもありますので、引き

続きお子様の健康観察を宜しくお願いいたし

ます。 

２学期がスタートしたと同時に、新型コロ

ナウイルス感染症対策のため、学校行事や部

活動が制限されてきましたが、少しずつ教育

活動が再開されています。体育祭の集団演技

は、男子は迫力のあるハカ、女子はみんなが

楽しめるダンスを行いました。演技の最後に

は男女一緒にダンスをして、盛大な拍手をい

ただきました。今回の集団演技は生徒たち自

らで企画し、練習内容も計画し、主体的に活

動しました。雨の影響や密を避けるために苦

労をしましたが、立派に集団演技をやり終え

ました。７６回生の逞しくなった姿を見るこ

とができ、うれしく思います。この勢いのま

ま、文化祭もクラスで良い作品を作り上げて

くれると期待しています。学校行事に一生懸

命になれる７６回生を応援しています。 

保護者の皆様、学校での活動を直接参観し

ていただくことができませんが、ご家庭でも

学校での様子を聞いていただければと思って

います。 

 

 

 

 

第 １ 学 年 より 

第 ２ 学 年 より 

第 ３ 学 年 より 



10月行事予定 ①１年 ②２年 ③３年  

【体育祭を終えて】 
 

▼Aブロック長 ３年１組 赤木 利玖 
 私はＡブロックのブロック長を務めさせてもらいま

した。優勝という結果ではなかったけれど、全員で一

生懸命取り組んだ最後の体育祭は、最高の思い出にな

りました。体育祭を開催してくださった先生方には感

謝しています。 

 最後に、Ａブロックのみんな、ありがとう！ 
 

▼Bブロック長 ３年２組 小嶋 蒼 
 僕たちＢブロックは、１・２年生の頑張りもあっ

て、総合優勝とパネル部門の最優秀賞を取ることがで

きました。百足競走と大縄跳びの両方で勝つことがで

き、練習の成果を出し切ることができました。フェス

でも優秀賞を取ることができ、３年生みんなで協力し

て体育祭を作り上げた実感があります。最後の体育祭

を１番いい形で終えられて良かったです。 
 

▼Cブロック長 ３年４組 久田 悠真 
 今年も短縮日程となり、１度は延期になったけれ

ど、予定された日程通り行うことができて本当に良

かったです。総合優勝はできませんでしたが、フェス

で最優秀賞をとれて嬉しかったです。選手宣誓も何事

もなく終え、安心しました。最後に、体育祭の開催や

運営にご尽力いただいた方々、本当にありがとうござ

いました。Ｃブロ、３１５０！ 

「タブレット使用事例のご紹介」 

 教員・生徒の皆さんにタブレットが支給され

てから、早いもので２ヶ月が経ちました。「生徒

たちに有益な活用を」と、毎日模索が続いていま

す。今回は本校の取り組み事例を紹介します。 

【Teamsというソフトウェアを用いた事例】 

①朝の連絡事項は学年チームにアップ。 

②各種希望調査をTeams上で共有して入力。 

③Formsにてアンケート実施。 

④各授業にて教材の提示や意見共有に活用。 

【Classiを用いた事例】 

①学習時間の入力。 

②模擬試験の振り返り。  

③学習や部活動・課外活動の記録。などなど 

 

上記は一例であり、その他様々な場面で活用し

ています。今後も生徒たちに有効な活用をと考え

ています。ご家庭での充電が必要ですので、今後

ともご協力をお願いいたします。 

生 徒 支 援 部 よ り 

進 路 支 援 部 よ り 

1 金 中間考査①②③     

2 土      

3 日    通 

4 月 中間考査③ 壱岐高寺子屋①  
SS

W 

5 火 
中間考査③ English Central 説明 共

通ﾃｽﾄ100日前集会③ 
  

6 水 文化祭特別時間割(～20) 特編Ⅰ期開始    

7 木 後期自治委員任命式 各種専門委員会    

8 金 第2回英検一次(放課後)  SC 

9 土 進研記述模試③ 学校開放  ★ 

10 日 進研記述模試③     

11 月 海洋生物観察実習②理系     

12 火 
海洋生物観察実習②理系               

PMｺｱﾊｲｽｸｰﾙ(歴②巡検)  
  

13 水 海洋生物観察実習②理系(午前)     

14 木 4校時：ＬＨＲ(人生の達人ｾﾐﾅｰ)     

15 金    SC 

16 土      

17 日    通 

18 月 進路講演会③   
SS

W 

19 火      

20 水 文化祭     

21 木 文化祭 県高校駅伝・県総文祭推戴式    

22 金      

23 土 オープン模試③     

24 日 埋文ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ発表(歴②)     

25 月      

26 火      

27 水 ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(12:40～13:00)     

28 木 
LHR(人権同和教育) ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

(12:40～13:00)  
  

29 金    SC 

30 土 進研・駿台共催M模試③進研実力テスト①②    

31 日 進研・駿台共催M模試③ 進研実力テスト②    



 

 

 Happy Fall！ Autumn is my favorite season. I love the orange, yellow, and red colors of 

the leaves. The temperature is perfect, and the bugs are going away. Also, Halloween!!! 

Halloween is becoming popular in Japan. In America, we wear costumes, collect candy 

from our neighbors, go to haunted houses, and watch horror movies. Just like Christmas, 

many people in America decorate their homes for Halloween. My family did this every 

year. We used monster dummies, lights, and sometimes even projection. My family loves 

horror, because my sister was born on Halloween. I have watched scary movies since I 

was a little kid. During Autumn, I watch one almost every day. If you need recommenda-

tions, please ask! Happy Halloween! 

～Shane's    co l umn～  


