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濵野 正義 

令和４年１０月２６日（水）発行 

巻頭言       言  霊 （ｋotodama:ことばの力）                                                                              

 
                                    校長 濵野 正義 

 ある会合で「一流選手の共通点」という話を聞いた。素直であること、プラス思考であること、勉強(研究)熱
心なことなど、よく言われることの他に私がハッとさせられたのは、『言葉を持っていること』であった。野
球の大谷翔平、スケートの羽生結弦、体操の内村航平、将棋の藤井聡太など、一流と言われる選手は、練習や
試合で上手くいかなかった時、どこがまずかったのか、今後どうすべきなのかを、試合直後のインタビューで
的確な言葉で説明できるというのだ。たしかに、今まで出会った生徒たちでも、体育系、芸術系へと進学して
いったもの達は、語彙力が豊富であった。 部活によっては毎日、練習の反省日誌を書かせることがあるが、言
葉の上達は技術の上達に比例するためだというのを聞いたこともある。 

 
最近、『ルポ 誰が国語力を殺すのか（石井光太著）』を読んだ。そこに書かれている教室の会話。 

男子A「あのゲーム、くそヤバかったっしょ」 
男子B「ああ、エグかった」 
男子C「つーか、おまえ台パンしすぎ」 ※台パン＝ゲーム機の台を興奮して叩くこと 
男子A「あれまじヤバかったよね。店員ガン見だから」 
男子B「くそウザ」 
男子C「つーか、おまえがウザ」 
男子B「は、死ね」 
男子C「おまえが死ね」 

これは今の学生の間で行われる会話としてはごく普通のものだろう。「ヤバい」「エグい」「ウザい」など
の短い言葉で表現する。しかし、最後の男子Bと男子Cのやりとりのように、深く考えずに発した言葉で、誤解
が生じてトラブルに発展することがある。 

 
「言葉には、魂が宿る」とか｢どういう言葉を使うかによって人生が変わる。｣と言われる。何度も何度も発

する言葉は脳内に定着し、それをもとに「思考回路」が作られる。「気がつけばいつも悪口ばかり」「ついマ
イナスな事ばかり言ってしまう」いつも使う言葉が否定的な言葉なら、きっと物事の捉え方も、見える景色も
ネガティブなものになっているのかもしれない。もちろん、誰にでもイライラしたり、不安になったり、落ち
こむ時はある。しかし、それは自分がそのような言葉で考えているからなのだ。｢ダメだ｣「無理だ」「できな
い」いつも自分に対して否定的な言葉を投げかけていると、本当にできなくなる。「大丈夫」「できる」「上
手くいく」自信を持って言葉に出してみよう。感じ方や見え方がプラスに転じていくはずだ。 

さらに、別の角度から話をしよう。他人とのコミュニケーションにおいて、自分が負の感情をもって発せら
れた言葉は、周囲の人に、不快、怒り、不安、驚きなどの感情をもたらす。相手も人間だから負の感情をもっ
た言葉を返してしまいがち。逆に、言われてうれしい言葉がある。｢ありがとう｣｢ごめんね｣｢大丈夫？｣｢すごい
ね｣｢頑張ったね｣など。そのような言葉は、自分自身や周囲の人にとって、明るく前向きになれる言葉。『行く
言葉が美しければ、来る言葉も美しい』という韓国のことわざがある。生活の中で、お互いに美しい言葉で会
話ができたら、SNSに書き込む言葉も美しい言葉を使えば、人生は楽しくなるのではないだろうか。お互いを
尊重し合えるように、言葉を大切にしていこう。 
 
（追伸）先日、体育館横の「校訓碑」とセミナーハウス前の「校歌碑」を、壱岐高同窓会から支援をいただ
き、業者に磨いて文字も塗りなおしてもらいました。さらに家庭科の岩永先生にセミナーハウス前に毎日掲げ
ている「校旗」と「国旗」の補修を行ってもらい、これらが美しく蘇ったことで、校舎全体が生まれ変わった
ような気分になりました。今は行事では「校歌清聴」となっていますが、早く「校歌斉唱」となって、みんな
の歌声が響き渡る日が来ることを祈っています。 



１０月６日（木）、共通テスト受験者を対

象にベネッセコーポレーションの田川祐治先

生よりご講演いただきました。ちょうど共通

テスト本番１００日前で、１００日前集会も

実施し、田中教頭より激励がありました。代

表生徒の挨拶には、残された時間を最大限に

活かす決意が込められていました。それ以

降、共通テストまでのカウントダウンカレン

ダーを校舎に掲示しています。７５回生全員

作成、１日ずつ残りの日数が減っていきま

す。いよいよです。一方で、共通テスト不受

験者の集会も実施し、スキルアップテストに

ついての説明等を行いました。それぞれの進

路に応じて多様な活動が見られますが、どの

生徒も悔いなく卒業式を迎えることが学年の

目標です。 

１０月１２日（水）、秋晴れの下、競技大

会があり、様々な種目で生徒が競い合いまし

た。３年生チームが多種目で優勝、入賞し、

元気で朗らかな姿にほっとした一日で、楽し

い思い出が増えました。 

朝夕冷え込み始め、秋が深まっています。

保護者等の皆様、年末が迫ってきました。進

路決定状況はそれぞれですが、７５回生が満

足いく結果が得られるよう指導していきま

す。引き続き卒業までご支援ください。いつ

も暖かな励まし、見守りに感謝申し上げま

す。 

 １０月１２日（水）に共通テストまで１年

と１００日前集会を行いました。３年生は公

務員試験が先月より始まり、大学進学を希望

する生徒にとっては共通テストまで１００日

を切ったことになります。２年生にとっても

進路決定へ向けていよいよカウントダウンが

始まりました。１年後をイメージすること

で、今やるべきこともおのずと明確になって

きます。生徒たちは１０月末に実施される進

研模試（５教科）へ向けて受験生宣言をしま

した。 

 また、修学旅行に向けて１８名のメンバー

で生徒実行委員会を発足しました。修学旅行

は高校生活の中でも大きな行事です。生徒た

ち自身が主体的に企画・運営する修学旅行を

目指します。生徒たちの中から、高校生らし

い発想、今しか経験できない学びが飛び出し

てくるのではないかと楽しみです。 

 ９月末に２学期中間考査を終えました。文

化祭・体育祭と大きな行事を終えた後でした

が、しっかりと切り替えて考査に臨んでくれ

ました。その後に行われた学年集会では、行

事をリードし、支えてくれた人（体育祭：ダ

ンスリーダー、文化祭：各クラス文化委員、

文化部）から感想を述べてもらい、その活躍

を讃えるとともに、それぞれにとって充実し

た時間を過ごせたのだと感じることができま

した。また、夏休みから９月にかけて大会や

試合があった部活動からの結果報告、決意表

明をしてもらい、日々の活動の頑張りを感じ

ることができ、今後も応援していきたいと思

います。今月、来月と多くの部活動の大会が

予定されています。さらに模擬試験、期末考

査も控えています。学習に、部活動に励む２

学期にしてほしいと期待しています。保護者

等の皆様、いつもご支援いただきありがとう

ございます。ご家庭でも学校の話をたくさん

されてください。よろしくお願いいたしま

す。 

第 １ 学 年 より 

第 ２ 学 年 より 

第 ３ 学 年 より 

         美しく蘇りました！ 



11月行事予定 ①１年 ②２年 ③３年    

★学校開放   

壱岐高Topics! 

 ～故郷とともに、故郷のために～ 

多くの地域行事に積極的に参加しました。 

 

10月1日（土）海岸清掃ボランティア（塩津浜にて） 
参加生徒４２名 

10月１５（土）神々の島壱岐ウルトラマラソン２０２２ 
参加生徒４９名 

１０月２２日（土）刈り入れ祭 
参加生徒 東アジア歴史・中国語コース８名 

1 火 冬時間開始(18:30完全下校)     

2 水 創立記念日 県高校駅伝 コース巡検(鷹島)   

3 木 【文化の日】 オープン模試③    

4 金    SSW 

5 土 授業日 第２回コース体験入学     

6 日  第2回英検二次    

7 月      

8 火    SC 

9 水 亀岡高校交流②(AM)     

10 木 校内マラソン大会     

11 金 
県総文祭(～13）                      

奈良大歴史フォーラム(歴②)  
SSW 

12 土 
大学入学共通ﾃｽﾄプレ(河合塾)           

奈良大歴史フォーラム(歴②) 学校開放 
 

13 日 
大学入学共通ﾃｽﾄプレ(河合塾)          

奈良大歴史フォーラム(歴②)  
 

14 月 海洋生物観察実習(②理系)     

15 火 海洋生物観察実習(②理系)     

16 水 海洋生物観察実習(②理系)     

17 木 考査時間割発表 ＬＨＲ（薬物乱用防止教室）  SC 

18 金    SSW 

19 土      

20 日 五星奨ｽﾋﾟｺﾝ(ｵﾝﾗｲﾝ)     

21 月    SSW 

22 火 総探全体発表②     

23 水 【勤労感謝の日】  学校開放★ ★ 

24 木 期末考査①② スキルアップテスト③    

25 金 期末考査①② スキルアップテスト③    

26 土 学校開放★   ★ 

27 日 中国語検定①②③ 歴史検定①②③   

28 月 期末考査①② スキルアップテスト③    

29 火 期末考査①② スキルアップテスト③    

30 水 
考査レビュー日                       

消費者教育①                          
  

※11/1～（2月末まで） 

最終スクールバスは18:50発になります。 

↑２年２組田中希来斗君デザインの大会Tシャツ 

↓ランナーを笑顔でおもてなし 

↑岳野輝生教諭、５０㎞６時間の激走！ 

↑貫頭衣を着て弥生人に変身！   ↑石包丁を使っての収穫 



      

 

〇衣替えについて 

 季節の変わり目は寒暖差が大きく、「衣替

え」を行う季節となりましたが、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。 

〇下校時間について 

 １１月１日～２月２８日までは冬時間となり 

１８時３０分となります。 

〇送迎時の乗り降り禁止区間について 

 日ごろからご理解・ご協力ありがとうございま

す。１０月に入り、周辺の方から３件報告・連絡

がありました。地域の小中学生の安全・安心た

め、様々な方から「愛される壱岐高」、そして安

全面及び事故防止の観点からもご協力をお願いい

たします。 

 年度当初にも申し上げましたが、どんなに時代

が変わっても、子ども達の若さ故の未熟な言動や

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いご対応をお願いしま

す。 

１０月１３日（木）に、人権同和教育が行わ

れました。講師はNPO法人カラフルチェンジラ

ボの荒牧明楽さんで「LGBTQをもっと身近に～

いないではなく、気づいていないだけ～」とい

う演題でご講演をしていただきました。 

これからの多様な共生社会を生きる生徒た

ちにとって、大変貴重なお話を聞けたのでは

ないでしょうか。自己探求のためにも多様性

を尊重して認め合い、互いの強みを引き出し

ていってほしいと思っております。 

キ ャ リ ア 支 援 部 より 生 徒 支 援 部 より 

～中国・福州外国語学校とのオンライン交流を始めました～ 
   今年度も国際交流基金の仲介により、長崎県の

友好都市・福建省にある福州外国語学校とのオン

ライン交流が始まりました。１回目を９月１４日

（水）、２回目を１０月１９日（水）に実施しました。初

回はそれぞれの学校自慢や自己紹介などを行い、

２回目はグループに分かれて、好きなアニメや漫画

など日中の若者文化をテーマに楽しくおしゃべりを

して友好を深めました。 

東アジア歴史･     コース 中国語 

  
      シェイン先生、3年ぶりの里帰りはいかがでしたか？ 
Long time no see! This is my first column since I went to America. It was my first time in three 

years! Of course, I was so happy to see my family and friends. I got to eat my favorite foods, espe-

cially breakfast "diners".  

Some things that surprised me about America were the prices and the customer service. Things 

had become really expensive! In downtown Chicago, a small water bottle was $3. That's about 

¥500! Also, some of the customer service was so bad. The people working at the airport were so 

mean to people. I was relieved when I landed in Narita.  

There was some good surprises too. People with tattoos have all kinds of jobs. I saw doctors, nurs-

es, and cops completely covered. Personally, I like that freedom. Also, this may sound strange, but 

America is a lot less polite. I like that. I can feel relaxed and be myself more.  

   なるほど！日米における文化や価値観の違いを感じますね。 

～Shane’s column～ 

 


