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濵野 正義 

令和４年５月２７日（金） 発行 

巻頭言 

「Ⅴフォーメーション 」 
               

            教頭  田中 清         

歓迎遠足の挨拶で話しました。仲間と同じ方向を向くと、気持ちが通いやすくなり、絆が深

まる。勉強や部活動や行事など、仲間と思いや目標を共有しながら、素晴らしい時間を過ごそ

うと。 

 先日、正門前の掲示が変わっていることに気づきましたか。「Ｖフォーメーション」という

表題でしたが。それについての説明と私の思いを述べたいと思います。高総体に向けて。ある

少年が父と川でマス釣りをしていると、その上空を北の方に向かって飛ぶ雁の群れに気づい

た。雁は一羽一羽自分の力で飛んでいるのだが、それでも皆一緒に飛んでいた。その息子は父

親に「なぜ、雁はＶの字の隊形（Ｖフォーメーション）で飛んでいるのか」と尋ねた。父親は

答える。「雁が編隊飛行をすればバラバラに飛ぶより、最高で３０％速いスピードで飛べる。

その隊形には、全体を先導する雁がいる。それは最も重労働であるため、疲れてくると、別の

雁が交代でその任務を務め、それまで先導役だった雁は隊列の後方に付き体力を回復させる。

一羽の雁が疲れて飛び続けられなくなると別の一羽がそばについて、飛ぶ力が回復するまで見

守ってやる。雁が飛んでいると後方の雁から鳴き声がするが、それはＶ字の前方のより困難な

任務についている雁を励ましているのだ。」ということであった。ある大学の入試問題より。 

 鳥も飛ばなくてよいのであれば飛ばない方が楽である。鶏のように飛ばないことを選んだ鳥

類もいる。渡り鳥にとっても、長距離を飛行するのは大変つらい。過酷な生存競争の中で彼ら

は編隊を組んで渡ることを選択した。仲間と励まし合い、支えあい、大仕事を成し遂げる。人

も同様。勉強も部活動も仕事も個人のみでやれることは少ない。スポーツでもコンクールでも

試験でも最終的には自分の力で立ち向かわなければならない場面がある。しかし、人がより力

を発揮するためには仲間がいた方がいい。個人で頑張る。みんなで頑張る。ひとつになれば３

０％、力が増す。これまで勝てなかった相手に勝利したり、自己ベストを出せたりするかもし

れない。壱岐高校に想いを寄せる壱岐高卒業生、保護者、地域の方々や子供たち、これまで指

導してくださった恩師の方々と共に。 

 いよいよ６月３日から高総体が始まります。ス

ローガンは「挑め！熱き仲間と頂点へ」です。３

年ぶりに開会式もあります。今年は佐世保での総

合開会式。壱岐高校は１番目です。最高の準備を

し、最高の仲間と、行進、競技、応援、それぞれ

の立場で全力を尽くし、みんなで最高の思い出を

作りましょう。 

 ＶフォーメーションのＶはヴィクトリーのＶに

なるかもしれませんね。 



 ４月下旬に遠足へ出かけました。好天に恵

まれ、新入生歓迎の挨拶や虹の原特別支援学

校生徒との交流、生徒会主催のゲーム等、楽

しいひと時となりました。先日、各クラス代

表者が、壱岐高座談会において、１年生に対

して自身の進路選択について発表しました。

誠実に話す姿、助言は後輩の参考になっただ

ろうと思います。部活動では、ゴールデン

ウィークや週末等に遠征や交流試合をする

等、高総体や甲子園予選、各種コンクールへ

向けて、活発に活動しています。新型コロナ

ウイルス感染症対策に配慮しながらではあり

ますが、最高学年で様々な行事が開催される

ことをうれしく思います。部活動引退までカ

ウントダウンです。各部の活躍を願い、学年

団一同、応援しております。学習面では、１

学期中間考査の成績が出る時期です。仮評定

は次回の１学期期末考査で決定します。授業

一つひとつを大切にし、自身の希望進路実現

へ向けて、積極的に学習を進めることが肝要

です。また、学校開放への積極的な取組にも

期待しています。 

 保護者等の皆様、先日のPTA総会にご出席

いただき誠にありがとうございました。また

三者面談でお待ちしております。いつも変わ

らぬご支援いただきありがとうございます。 

 新年度がスタートし７６回生も２年生らし

くなってきました。部活動面では後輩たちの

指導をしている姿をよく見かけます。先輩に

なったなと感じる場面が増えました。学習面

では授業のレベルも上がり、学習内容も増

え、日々の家庭学習の質が問われます。行事

は４月末に歓迎遠足があり、生徒会企画の

ゲームで盛り上がり、学年や学級での親睦も

深まったようです。今年度から１学期中間考

査がなくなりましたが、その分期末考査の範

囲は増えます。各教科担当からは計画的な学

習をすすめています。 

 保護者等の皆様、先日はお忙しい中、PTA総

会および学年・学級PTAに参加していただきあ

りがとうございました。直接お会いして話す

ことができ、大変うれしく思います。当日、

参加できなかった保護者等の皆様も、不明な

点等いつでもお問い合わせください。これか

らしばらくは学校全体が高総体モードになり

ます。７６回生がチームに貢献し、活躍でき

ることを祈っています。 

 ４月下旬に歓迎遠足に出かけ、先輩方から

の歓迎を受け、壱岐高生としてのOne Step

（一歩）を踏み出したところです。その中で

代表生徒が「中学と高校の違いに戸惑うこと

もありますが、校内研修を終え、日々高校生

活に慣れようと努力しています。そんな中で

優しい先輩方や指導してくださる先生方のお

かげでたくさん学ぶことがあります。今後の

高校生活に生かします。」と述べてくれまし

た。５月に入り、本格的に授業や部活動がス

タートしました。この言葉通り、授業では中

学の頃よりも難易度が上がった内容に苦しみ

ながらも懸命に考え、我々の発問によく反応

しながらしっかりと学んでいます。部活動で

は先輩から教わりながら、日々活動に励んで

います。 

 保護者等の皆様いつもありがとうございま

す。１年生は現在進路学習に取り組んでいま

す。その中に、進路実現への分岐点となる文

理選択があります。ご家庭でもお子様と進路

の話をたくさんされてみてください。 

第 １ 学 年 より 

第 ２ 学 年 より 

第 ３ 学 年  より 

 【高総体 テレビ・ラジオの放送について】 

１．総合開会式中継 

 NIB（長崎国際テレビ） 

 6/3(金) 14:55～16:50 

２．ラジオ特別番組 

 FM長崎 高総体応援プログラム 

       「It’s My Generation」 

 ●事前番組(5分) 

  開催地区ごとに注目競技・選手の紹介 

 5/30(月）～6/3(金） 

 7:40頃～、再放送21:55頃～ 

 ●事後番組(5分） 

 6/6(月）～6/10(金) 

  大会結果を振り返り、選手などを紹介 

 7:40頃～、再放送21:55頃～ 

 ●振り返り特番(55分) 

 6/19(日)19:00～19:55 

 ●結果速報(5分)土日に開催の競技結果速報 

 6/4(土)12:55～、14:55～、16:55～、 

     17:55～、19:55～ 

 6/5(日)11:55～、12:55～、14:55～、 

     16:55～、18:55～ 



６月行事予定 ①１年 ②２年 ③３年  

※５月２４日現在     ★学校開放 

壱岐高Topics! 

「歓迎遠足」 
 ４月２８日（木）は晴天に恵まれ、絶好の遠

足日和でした。「青い海と緑の広場 」に着いた

後、生徒会主催の出し物で交流を深め、楽しい

時間を過ごすことができました。 

本気で「だるまさんが転んだ」！！ 

 

良問・難問の「〇×ゲーム」で教養UP！！ 

 
生徒会の皆さん、準備から開催までありがとう！ 

 

 

 

 

   

 

 

 

1 水 生徒会役員選挙告示 5～7校時：高総体推戴式    

2 木 【代休6/4土】     

3 金 
高総体特別時間割(午前中日課)             

県高総体開会式  
  

4 土 
授業日・県高総体                            

高総体特別時間割(午前中日課)  
  

5 日 
授業日・県高総体                          

高総体特別時間割(午前中日課)  
  

6 月 
県高総体 月1～4校時授業・午後：地域清掃活動 

4校時：LHR(文化祭企画検討①②) 
  

7 火 県高総体 平常授業    

8 水 【代休6/5日】 (県高総体)    

9 木 
(県高総体) 1校時：受納式 高総体報告会     

放送部推戴式 3年:学年集会  放課後補習開始③ 
SC 

10 金 (県高総体)   SSW 

11 土 
★①②・進研ﾏｰｸ(５教科)③・GTEC③(希望者) 

高看模試③・   就職模試③・公務員セミナー③ 

文理選択説明会①(生徒・保護者) 
★ 

12 日 進研ﾏｰｸ(５教科)③    

13 月 
生徒会役員選挙立候補者締切               

体育部主将会②(昼休み) 壱岐高寺子屋② 
  

14 火 
生徒会役員選挙立候補者公示                

６校時：進路講演会③   
  

15 水 (就職希望者保護者集会③)     

16 木 LHR(生徒会選挙立会演説会・投票）   SC 

17 金  SSW 

18 土 
県一斉③ 第3回公務員模試③             

GTEC①②(希望者) 
  

19 日      

20 月 生徒会役員当選者公示 考査時間割発表    

21 火      

22 水      

23 木 生徒会役員任命式 LHR（文化祭企画検討①②）  SC 

24 金 文化祭企画書１次締切      

25 土 学校開放★   ★ 

26 日 第1回英検2次 中国語検定①②③   

27 月 期末考査①②③     

28 火 期末考査①②③     

29 水 期末考査①②③     

30 木 期末考査①②③ 野球部推戴式    



～Shane's    co l umn～  

皆さん、高総体を頑張ってください！ 
I did not play any sports at my high school. During the first year, I played ice hockey. However, this team was separate 

from the school. Also, I have never competed in any national sports competition. I am a bit jealous of the opportunity! 

いいな！ 
My closest experience to高総体 was a speech contest in high school. There were various events, such as drama, come-

dies, and social issues presentations. I participated in the group drama. We would perform in front of judges, and the 

best of each round would advance. Although my team didn’t go to the national competition, we ranked high in Illinois. 

Some of my classmates won medals! 

This was a very special memory for me. It was fun to be able to travel with my classmates. I learned a lot about coopera-

tion and teamwork. I hope you all will do the same! 

３点お伝えしたいことがあります。１点目は「携

帯電話の校内所持・持ち込み・校外での使用につい

て」です。結論から申し上げますと、現状のままで

は、事件や事故が起きる前に、持ち込み取りやめ等

の見直しが必要と考えています。再度、ご家庭でも

お子様と一緒に「携帯電話の校内所持（持ち込み）

に関する規約」のご確認をお願いします。特に歩き

スマホは、事件や事故が起きる可能性が高く、壱岐

警察署からも学校・保護者の皆様に対して歩きスマ

ホについて指導いただくようにお願いがありまし

た。学級HRやPTA総会等でもお願いいたしましたが、

現状は、改善が見られた部分もありますが、事件や

事故は、「０」でなければいけません。壱岐高生や

全ての方々の安全のため、ご理解・ご協力をお願い

いたします。 

２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。３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。

各自の体調に合わせて「衣替え」をしてください。

なお、体操服は、衛生面から下着としての着用は不

可としています。 

 ご理解・ご協力、よろしくお願いいたします。 

『生涯学習』の時代を迎え、本年度より、「進路

支援部」から「キャリア支援部」に名称を変え、動

き始めて２ヶ月が経ちました。生徒たちが実りある

豊かな人生を送るための支援をすべく、①豊かな情

操、知識を育む「図書」②人権意識を育み、人生を

多角的かつ俯瞰的に見る力を育む「研修」③進路選

択をサポートする「進路支援」の３観点で、生徒た

ちの人生観を育てていきたいと思っています。 

さて、6月は高総体後、各種進路に関わる行事が続

きます。３学年は模試が続き、進路講演会。１・２

学年は土曜学習会、壱岐高寺子屋。そして月末には

１学期期末テストを迎えます。夏を控え、3年生だけ

でなく2年生も本格的に志望校について考える時期が

やってきました。各大学、短大でもオープンキャン

パスが開催されます。オンラインも活用するなど、

感染対策をしつつ、進学先での学びや取得できる資

格などについての情報収集をお願いします。進路先

を比較検討することでお子様の進路意識も明確にな

り、学習意欲にもつながることと思います。ぜひご

家庭でもお子様と進路についてたくさんお話し合い

くださるようにお願いいたします。7月には三者面談

もございますので、よろしくお願いいたします。 

 

キャリア 支 援 部 よ り 生 徒 支 援 部 よ り 

你好，壹岐！ 

こんにちは！初めまして、王暁麗と申します。私は大学に入学し

て日本語を専攻し、日本語に出会ってもう４年になりました。小

さい頃から日中交流の歴史を学んできて、自分の学んだことを用

いて何かをしようと思い、国際中国語教師になることに決めまし

た。今年度の中国語教師を担当させていただき、本当に嬉しいで

す。オンライン授業だけど、先生方と生徒たちの親切さを十分感

じました。１回目の授業は最初とても緊張しましたが、先生がた

くさん助けてくれたし、生徒たちも可愛かったし、だんだんうま

くなってきました。今後もいろいろ頑張って、面白い中国語授業

をやりたいと思います。よろしくお願いします！ 

～王先生～ 東アジア歴史･     コース 中国語 


