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「校長室の窓から」 

校風に抱かれ育つ若人よ 
 

爽やかな春風にのって魚津ヶ崎の菜の花の香りとともに、３０名の新入生と８名の新転任

の先生方を迎え、平成３１年度がスタートしました。保護者・地域の皆様には、今年度も、

本校のさまざまな教育活動に対するご理解とご支援をよろしくお願いいたします。 
 

さて、4 月 30 日には、今上天皇がご退位され、５月１日には、皇太子徳
なる

仁
ひと

親王が新天皇

としてご即位されるのに伴い、元号が「令和」に改元されます。つまり、平成３１年度はわ

ずか１か月で幕を閉じ、５月からは令和元年度となります。 

皆さんもご存じのとおり、新元号「令和」の文字は、日本最古の歌集である万葉集の「梅

の花」の序文から引用されています。「初春の令月にして、気よく風和
やわ

らぎ、梅は鏡前
きょうぜん

の粉
こ

をひらき、蘭は、珮後
は い ご

の香
こう

をかおらす」・・・・約１３００年前に大伴旅人が大宰府の邸宅

で詠んだ歌と伝えられています。「時あたかも新春のよき月、空気は澄み渡り、風は和やか

にそよぎ、梅は、美女が鏡の前で装
よそお

う白粉
おしろい

のように白く咲き、宴席は、高貴な人が身に付

ける匂い袋の香りのように薫
かお

っている」と訳されています。 

「令」には、姿・形が麗
うるわ

しいという意味があり、「和」には、おだやかで角が立たないと

いう意味があることから、新元号には、「人々が麗しく心を寄せ合う中で、平和で新しい文

化が生まれ育つ」という意味が込められたとされています。 

生徒の皆さんには、諸先輩が築いてきたよき伝統を受け継ぐとともに、母校を愛し、地域と

のつながりを意識し、一人ひとりが主役となって、新たな南高の歴史を刻んでいってほしい

と願います。 
 

４月８日の入学式では、本校での充実した学校生活を送るために、全校生徒の皆さんに向け

たメッセージを三つ述べました。以下に式辞の一部を掲載しますので、よく読んで、自分の

ものになるよう咀嚼
そしゃく

してほしいと思います。 

一つ目は、校訓「誠実・努力・積極を体現せよ」ということです。 

「誠実」とは、人や物事に対して、まじめで真心がこもっているということです。誠実で

あるためには、嘘をつかない、ごまかさない、他者への配慮や思いやりの心を忘れないとい

うことです。 

「努力」とは、希望に燃え、目標実現のために、自分が好きではないことや、辛いと思う

ことであっても、避けたり逃げたりせずに、果敢に立ち向かい、克服せんとする営みです。

努力は必ず報われる。もし、報われない努力があるとするならば、それはまだ努力と呼べな

いということです。 

「積極」とは、物事に対して、進んで働きかけること、意欲的に行動することです。積極

的に行動するためには、明確な目標を持ち、自分の可能性を信じることが、その根底になけ

ればなりません。たとえできないことがあったとしても、それは今できないだけであって、

いつか自分なら必ずできると信じ、失敗を恐れず、何度も何度もチャレンジすることが必要

です。これら、校訓を実践し続けることは、やがて成功体験や達成感となって、必ずや、自

らを大きく成長させる糧となることでしょう。 

二つ目は、「互いに高め合う集団であれ」ということです。 

皆さんは、縁あって、これから本校で生活をともにします。授業や学校行事、部活動あるい

は進路実現をしていく過程において、さまざまな壁にぶつかり、くじけそうになることもあ

るでしょう。また、時にはぶつかり合うこともあるかも知れません。そのようなとき、最後

まで諦めずに、自分の持てる力を十分に発揮することができるのは、互いに高め合う仲間が

いるからです。まずは、自らの殻を打ち破って、思いっきり集団の輪の中へ飛び込んでほし

いと思うのです。 

「木は光を浴びて樹木となり、人は人を浴びて人間となる」という言葉があります。人は

人に揉まれ、人と磨き合いながら心豊かな人間へと成長していくものです。新しい仲間から

よい刺激を受け、互いの絆を深め、一人では乗り越えられない壁を、みんなで乗り越えてい

ってほしいと思います。道に迷った時には、皆さんを導き、励まし、支えてくれる上級生や

先生方がいます。仲間・上級生・先生方を信じて、南高生として、なすべきこと、やりたい

ことに、前向きにチャレンジしてください。 

三つ目は、立志、つまり「自分の志を立てよ」ということです。高校三年間で、自分は何

を学ぶのか、将来どのような職業に就くのか、また、どのように生きていくのかを真剣に考

えてほしいと思います。人は誰しも、社会で果たすべき使命、役割があり、とりわけ重要な

のは職業です。皆さんは何にでもなれる可能性を持っていますが、実はまだ何者にもなって

いません。この期待と不安が入り交じった矛盾に満ちた状態から抜け出し、一歩ずつ、社会

の中で自己の果たすべき役割を見出していくことが、まさに青年期の大きな課題です。自分

は、どんな上級学校を目指し、また、どんな職業に就くのか、さらに、どんな生き方を志す

のか、具体的な未来予想図を思い描き、堂々と言葉に表すことができるようになれば、自ず

と取り組むべき課題が明らかになってきます。 

その思いは、結果として変わっていくかもしれませんが、高校時代に、自分の将来像につ

いて、真剣に考え抜いていくか否かは、三年後の進路実現や、その後の人生を大きく左右す

るものであることを、しっかりと心に留めておいてください。 

結びに、全校生徒の皆さんへの激励を込めて、３月末に惜しまれながら現役を引退したシ

アトル・マリナーズのイチロー選手の言葉を贈ります。 

夢は、近づくと目標に変わる。 

目標を達成するには、一つしか、方法がない。 

それは、小さなことを積み重ねて行くことである。 

一つ一つの積み重ねなくして、今の自分を超えることはできない。 

～南高だより Ｎｏ．８０～ 
平成３１年４月２３日発行 
発行責任者：長崎県立五島南高等学校 

校 長  大 川 周 一  



～新転任教職員紹介～ 

今年度、五島南高校に赴任された先生方を紹介します。 
（①：教科等、②：前任校等、③：趣味・特技、④：抱負／南高生へ一言） 
 

増田
ますだ

 大輔
だいすけ

 教頭先生 

① 数学 

② 県教育庁 高校教育課 高校教育班 

③ ドライブ、散歩 

（特技はこれから作る予定） 

④ 南高生の夢実現の一助になれるように頑

張ります。 

奥野
おくの

 禎
よし

浩
ひろ

 先生 

① 保健体育 

② 鳴滝高校 定時制 夜間部 

③ 旅行が好きです。体操をやっていたので

倒立歩行ができます。 

④ 学校行事や部活動等、いろいろと頑張り

たいと思います。よろしくお願いします。 

野口
のぐち

 美津
み つ

紀
き

 先生 

① 商業・情報 

② 佐世保商業高校 

③ 喫茶店めぐり 

④ 頑張るあなたを精一杯サポートします！ 

よろしくお願いします。 

吉田
よしだ

 健
けん

 先生 

① 理科（化学） 

② 大村工業高校 

③ ゴルフ・野球 

④ 理科（化学）の不思議を伝えます。 

早く慣れていきたいです。いつでも声 

をかけてください。 

平山
ひらやま

 紫
し

帆
ほ

 先生 

① 国語 

② 西陵高校 

③ 旅行・食べ歩き 

④ 地元に帰って来られて嬉しいです。 

一緒にいろんなことを頑張ります。 

中 條
なかじょう

 敏
とし

宏
ひろ

 先生 

① 美術 

② 長崎西高校 

③ 油彩画（主に大作）の制作に加え、 

けん玉もやります。 

④ 一日でも早く新しい環境に慣れ、頑張り 

たいと思います。よろしくお願いします。 

江頭
えがしら

 季
すえ

博
ひろ

 先生 

① キャリアサポートスタッフ 

③ ツーリング、 

風景写真（これから始めたい） 

④ 物怖じせず生き生きと！ 

大島
おおしま

 さおり 先生 

① 図書館非常勤職員 

③ 一人ランチ、時々友人と新しいお店でラ 

ンチしてます。子供達とはドライブした 

りお散歩して休日を過ごしています。 

④ 11 時から図書館開いてます。本目的じゃ 

なくてもゆっくり過ごしたり、小さな声 

でならお話の場に使ってもらってもかま 

いませんよ！ 

 

～平成３１年度学校組織～ （◎：主任 ○：副主任） 

《学年団》 

  １組 ２組  

担任 副担任 担任 副担任 学年所属 

１年 井手永 ○入江 野口 金﨑 ◎岩永 小柳 渡辺  

２年 奥野 ○松山 長尾 吉田 ◎森  釡﨑 山野 

３年 神﨑 岩本 ○三浦 平山 ◎松田 陳内 中村 
 

《校務分掌》 

 教 務 部 ◎釡﨑 ○森  野口 吉田 三浦 

生徒指導部 
生徒指導班 ◎小柳  長尾 神﨑   

教育相談班 ○渡辺  陳内 中村 山野  

進路指導部 ◎岩本 ○松田 松山 岩永 （陳内） 

生徒会指導部 ◎金﨑 ○平山 奥野 入江 井手永 

・特別支援コーディネーター：陳内 ・保健主事：奥野 

・SC（ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ）：鴨川  ・SSW（ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ）：平山俊 

 

ご相談やお気づきがございましたら 

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加

入ください。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 
 

 

～５月の主な行事予定～ 

 ７日（火）長崎っ子の心を見つめる教育週間、あいさつ運動〔～１０日（金）〕 

 ８日（水）45 分授業、服装頭髪指導 

９日（木）いじめ根絶集会 

１０日（金）ＰＴＡ総会、授業参観 

１３日（月）家庭訪問（１・２年）〔～３０日（木）〕 

１６日（木）地域通学路清掃 

１８日（土）実力診断テスト（３年）、基礎力診断テスト（１・２年）全員受験 

２０日（月）高総体強化練習期間（45 分授業）〔～３０日（木）〕 

２２日（水）事業所説明会（全学年） 

２４日（金）生徒総会、防災避難訓練、内科検診（２年） 

２７日（月）振休（高総体） 

２９日（水）高総体壮行式 

３１日（金）高総体開会式 



 


