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最大の名誉は決して倒れないことではない。 

倒れるたびに起き上がることである。 

                                  孔子（思想家） 

 

 

  最新の日本人の平均寿命は男性 80.75 歳、女性 86.99 歳と過去最高を

更新しています。これを都道府県別でみると奈良県は男性が 81.36 歳(全

国第４位)、女性は 87.25 歳(全国第 16 位)となり、いずれも平均寿命を上

回っています。皆さんは単純に平均寿命までの約 60 年の人生をどのよ

うに送るか考えたことがありますか。私は、高校の３年間こそ社会の一

員として生きていく基礎を築く大切な時期だと思っています。皆さんそ

れぞれ生まれ育った環境に違いはありますが、高校までは保護者の方々

に温かく見守られ、めでたく高校に入学できました。いよいよ社会に飛

び出す滑走路に立ち、夢を実現させるための助走期間が始まります。こ

の助走期間の３年間をどのように送るか、しっかり考えてみましょう。 

  各教科の学習に頑張るのは当然のことです。学業以外の部活動や生徒

会活動、ボランティア活動、学校行事など、様々な活動に積極的かつ自

発的に参加し、心身ともにたくましさを持った人間に成長してほしいと

願っています。本校は県立高校で初めてのコミュニティ・スクールとし

て、地域と共にある学校を目指しています。そのための活動も年間を通

して計画されています。是非、多くの活動に参加し、多くの人々と交流

してください。 

  しかし、それぞれの活動には、思わぬ困難があり、辛く悲しい思いを

乗り越えなければならないことがあるかも知れません。 

  そんなとき、先に示した孔子の言葉を思い出してください。失敗や挫

折をしたときに、どれだけ早く起き上がれるかを考えましょう。誰にも

苦しくて辛いときがあるのです。いつまでもそこで倒れたままになって

いるか、未来に目を向け今すぐ立ち上がるかで、明日が変わってきます。 

  私たち教職員は、生徒の皆さんに寄り添い、夢の実現に向けて指導と 

支援をして参ります。  

勇気を出して、夢の実現に向けてチャレンジしてくれることを心から 

期待しています。 

 



五條高校が目指す「文武両道」 
 

 

「文武両道」って言葉は、いつから使われている？ 

 
 文武両道という言葉が最初に使われたのは、『平家物語』の中で木

曾義仲の配下の僧「覚明」が勇猛果敢で達筆であったことに対して

「文武二道に優れ」と表したことからではないかと言われています。 

 

五條高校が目指す「文武両道」とは？ 
 

 このように、「文武両道」とは、一人の人が「文」にも「武」にも

長けていることを表します。 これまで五條高校は、学校全体として、

学業にも部活動等にも積極的に取り組み、成果をあげてきました。 

しかし、五條高校が目指す「文武両道」とは、単に進路実績と部活

動実績をあげることではなく、一人一人の生徒が、まずは学業に一生

懸命取り組み、あわせて学業以外の何かに自発的に取り組むことに

より、自己の内面を成長させることなのです。 

 

「文」とは？「武」とは？ 
 

 「文」が勉強で、「武」はスポーツというのが最もイメージしやす

いでしょう。五條高校が目指す「文武両道」においても「文」は授業

をはじめとする「学習」と位置付けますが、「武」は幅広く「自分を

伸ばしてくれる体験」と位置付けます。 

いわば、「文」は静的な学び、それに対して、「武」は動的な、ダイ

ナミックな学びと言えるでしょう。これら二つの学びを、結び付ける

ことが、「文武両道」の本質なのです。 

  

 特に、生徒全員に「武」の本質である「為すことによって学ぶ」と

いう姿勢を身に付けてほしいと考えます。 
  



なぜ、「文武両道」が必要なのか？ 
 

 一言で言うと、「経験をともなった学び」により、自分

を「幅のある人間」に作り上げるためです。 

 

 様々なことに努力する中で、多くの経験を積み、様々な価値観と出

会うことで、周りの人を理解する力や、時代の変化に対応する力など

が自然に身に付いてきます。 

 

 高校時代に培った「幅の広い人間性」が、きっと将来、役に立つと

きが来るでしょう。 

 

 

 

「文武両道」により、目指す姿とは？ 

 
 校訓に示されている「質実・剛健・礼節」という、この三つの言葉

にも体現されていまます。 

 

○ 教科の学習や、その他様々な活動に、精一杯取り組むこと。 

  

○ 何事に対しても、まじめに、誠実に、あきらめずに立ち向かうこ 

と。 

 

○ 周りの人に感謝し、周りの人を大切にすること。 

 

 校訓により本校は、このような姿勢を身に付けることを目指して

います。 

 

 それでは、これから、文武両道を目指した卒業生の中から７人の皆

さんを紹介し、具体的にどのような生き方をされたのか、一緒に見て

いきましょう。 
 

 

  



ケース１ 「短時間集中」 
 

坂上 王利（さかがみ おうり）－平成 22年度卒－ 

（五條市職員消防職 五條市消防本部警防課兼予防課） 

 高校時代は野手として走攻守で

安定したプレーを見せ活躍した。現在は消防士とし

て、防災訓練の指導をしたり、火災現場、救急現場に

も出動したりするなど、まさに走攻守、体を張って

活躍している。ときには辛いときもあるが、市民の

役に立てるよう、日夜励んでいる。写真は右側が本

人で、左側は同期で採用された中南良太君。 

 

○ 高校時代に頑張ったことはどんなことですか。 

 一番頑張ったことは部活動で、野球部に所属し副キャプテンをまかされ、

責任感、リーダーシップを養うことができました。 

 

○ 部活動と勉強はどのように両立していましたか。 

 やはり部活をしているとなかなか勉強時間を確保しにくいので、少しの

時間でどれだけ効率よく自分の頭に記憶できるか理解できるかを考え、自

分に合った勉強方法を見つけることが大切だと思います。 

 

○ 高校時代の座右の銘は何かありますか。 

 「継続は力なり」… 結局、こつこつと小さな努力を続けることが何事に

おいても一番の近道のように思います。 

 

○ 五高生へのメッセージを。 

 一生に一度の高校生活、何か一つ自分が全力でやり切ったと思えること

を持ってください。そのことが高校を卒業してからの人生の土台となり、自

信へと繋がり、そして、成功へと導いてくれるはずです。 

 

  

【教職員からのコメント】 

 メリハリのある、バランスのとれた生活ぶりが印象に残っています。

クラスでは副委員長、野球部では副キャプテンの役割を立派に果たし

ました。また、修学旅行では、学年全体会で野球部の仲間と見事なダ

ンスパフォーマンスを披露してくれました。                           



ケース２「チャンスを増やす」 
中田 喜之（なかた よしゆき）－平成 23年度卒－ 

（関西大学 環境都市工学部 建築学科） 

○ 高校時代に頑張ったことは・・部活動と勉強の両立。高

校時代はソフトテニス部に入部して、放課後の練習でどう

すれば強くなり勝てるのかを考えながら練習するのが楽しくて毎日テニス

をしていました。でも、２年の春から部活だけ頑張るんじゃなくて勉強も手

を抜かずに毎日予習復習を欠かさないよう努力しました。例えば 10分しか

時間がないときには単語の暗記に活用、合間合間で覚えたり、朝早く登校し

始業までの時間を自主学習の時間に充てました。それに毎日の勉強はメリ

ハリを付けるために必ず、実行項目を挙げ時間設定し守るようにしました。 

○ 自分が頑張れたエネルギー源は？ 

 僕の原動力は二つありました。一つは、僕は元々負けず嫌いで、不得意な

分野で点数が取れなかったり理解できなかったりしたらとても悔しくて、

その分勉強に打ち込みました。もう一つは自分の夢を実現する気持ちです。

それが強ければ強いほど頑張ることができました。「建築を学びたい、自分

のやりたいことをしたい」という気持ちが僕の原動力でした。 

○ 今生かされている教訓は？ 

 いつも悩んだときに助けとなる言葉があります。それは「やる前から失敗

することを考えるな」です。普通に言えば「開き直り」。けれどこの言葉は

本当に僕の行動を支えてくれています。例えば、他大学で建築を学んでいる

人たちと自身の考えを共有したり、協力して空間を設計したりするという

場面で、僕が発言に臆するときなんかは、この言葉で自分自身に打ち勝って

みんなと議論しています。「開き直り」と言えば聞こえが悪いですが、うま

く使えれば強い味方です。 

○ 五高生へのメッセージを。 

 みんな自分のやりたいことがあると思います。それを実現させるには相

当な努力が必要かもしれません。そのチャンスが一度だけじゃ難しすぎま

す。チャンスを増やすために高校ですることはやはり勉強です。苦手といっ

ても後でもし楽になるのなら、今努力した方がいいと思います。試験のため

に数学や英語を勉強するだけじゃなく、本当に自分の将来の為になるよう

に、スキルを習得することも大事です。やりたいことをしっかりと考え、計

画を立てて頑張ってください。 

【教職員からのコメント】 

 理型に所属。ソフトテニス部キャプテンとして文武両道を成し遂げた

一人。国立大学にも合格したが、関西大学を選んだ。 



ケース３ 「誰かが見ている」 
 

窪田 渉菜（くぼた あずな）－平成 23年度卒－    

（警察官 部署 西和警察署 地域課） 

○ 高校時代に頑張ったこと 

 部活動と勉強の両立を頑張りました。高校に入学してから

ソフトボールを始め、毎日部活動に明け暮れていました。経験者半分、未経

験者半分で私は未経験者でしたが、お互いに切磋琢磨し合い、「あの子より

上手くなってやる！」との思いで、どんなにしんどくても最後までやり遂げ

ました。勉強は、得意教科の英語だけは誰にも負けないよう授業で配布され

たプリントを何度も繰り返し復習していました。「これだけは、絶対誰にも

負けたくない」との思いで色々なことに取り組めば、「形は違っても結果は

必ず出るのだ」と実感しました。  

○ 部活動と勉強の両立の仕方 

 授業中にノートを書き写すとき、同時にそれを自分なりに理解し覚える

気持ちを持って取り組むこと、また、分からない点があれば、すぐに先生や

友達に聞くことが一番効率の良い勉強法だと思います。人それぞれ、理解

力・記憶力等が各々異なると思いますので、自分に合った勉強法を見つける

ことが大切だと思います。やる気さえあれば、できないことはないので、一

生懸命取り組んでください。 

○ 五高生へのメッセージを。 

 私は、社会人になった今、「高校時代にやっておけば良かった」と思うこ

とが多々あります。高校時代は一生に一度しかなく、自分がしたいこと、し

たくないこと、しなければならないこと等たくさんあると思います。どのよ

うなことにも失敗を恐れず、積極的かつ前向きな姿勢で取り組んでくださ

い。成功から学ぶことより、失敗から学ぶことの方が自分を成長させてくれ

ます。 

特に、他人がやりたがらないことは積極的に頑張ってみてください。そ

こから学ぶものは一生ものです。頑張れば頑張るほど、必ず見てくれてい

る人々がいます。高校時代にはこれまでにない努力をしてください。そうす

ると、必ず自分のしたいこと、将来の夢等が見えてくるはずです。また、高

校時代の友達は、自分が生きていく上で一生の宝です。大切にしてください。

色々なことに挑戦して、「高校時代」を充実したものにしてください。 

 

【教職員からのコメント】（仲川 裕一） 

初心者ながら、持ち前の負けん気で努力し、最後は４番打者。成績も常に

上位。おまけに、３名しか募集のなかった女子警察官の試験に見事合格。

「努力は報われる」とは、まさに彼女のことです。 



 ケース４ 「何事も全力で」 

 
                

 

宮内 清孝（みやうち きよたか）－平成 25年度卒－  

（大阪大学基礎工学部電子物理科学科） 

 

○ 高校時代に頑張ったこと  

 僕が特に意識して頑張っていたことは、どんなことでも全力でやり切る

ということです。勉強しているときは勉強に、部活のときはその練習に、

今、向き合っていることの一つ一つに集中して取り組んでいました。 

 

○ 今活かされている高校時代の教訓  

 続けることの大切さです。毎日コツコツと続けていくことの大切さは部

活動を通して学ぶことができました。このことは勉強や部活動、その他の

ことでも当てはまります。高校で培ったこのことは、今も胸に刻んで日々

実践していて、とても役立っています。 

 

○ 五高生へのメッセージを。  

 今、頑張っていること・頑張ろうとしていること、まずはそれを全力で

やり切ることです。たとえ短い時間であってもその一瞬一瞬に集中し、全

力で挑戦し続ければ必ずその成果は出てきます。結果は、ほとんどの場合

すぐには出ませんが、そこで耐え忍び、続けていく忍耐力を養っていくと

いうことも大切なことです。そして、その壁を乗り越えたときの達成感は

自信にもつながっていきます。最後に、「何事にも全力トライ」「一瞬の集

中力」、そして何より短い高校生活を楽しんで過ごしてください。 

 

【教職員からのコメント】（髙橋 知子） 

 周囲からは何事も苦もなくこなしているように思われがちですが、頭

の中では常に為すべきことを考え、短い時間を本当に集中して取り組ん

でいました。このたゆまぬ努力が、センター試験後に信念を曲げること

なく第一志望校に挑み、合格する強さをもたらしたと思います。 

 

 

 

 

 



ケース５ 「諦めない」 

 
小泉 雄大（こいずみ ゆうだい）－平成 26年度卒－ 

（高知大学 理学部 理学科 生物科学コース） 

 

〇高校時代に頑張ったこと 

高校時代に一番頑張ったことはやはり部活動です。僕はサッカー部に所

属していて、１日中休みになることは３年間でも数えるほど、平日は学校を

出るのはいつも２０時を過ぎていました。出場機会はあまり多くはなかっ

たですが、現役中は「だれにも負けたくない」という気持ちを忘れたことは

ありません。部活を引退したのは１１月中旬で、センター試験まで時間がな

く、引退翌日からは平日は放課後２０時まで学校に残り、休日も学校でひた

すら試験問題と英単語の暗記などを繰り返しました。センター試験後は２

次試験に向けて試験問題と問題集を繰り返し勉強しました。 

 

〇今活かされている高校時代の教訓 

諦めないことの大切さです。部活でも 3 年間諦めずやり続けたので最後

の大会では少しですが出場機会をもらい、それなりに結果も残せました。セ

ンター試験は目標より１００点近く少ない点数しか取れずかなり不安でし

たが、それでもやり続けたので国立大学に合格することができました。 

 

〇五高生にメッセージ 

高校生活は勉強のことや、部活生は部活が忙しいと思いますが、やりがい

や楽しみを一つでも見つけたほうがいいと思います。それがないと何事も

頑張るのはかなりしんどいと思います。あと自宅学習をできるだけ早く始

めたほうがいいです。僕は２年の後半あたりから意識して少しずつやりま

したが、それでは最後のほうはかなり焦ります。部活生は特に難しいと思い

ますが、少しでも時間を見つけて勉強してください。あとはほどよく休憩し

てください。頑張りすぎはよくないです。なにより高校生活を後悔無いよう

に楽しんでください。 

 

【教職員からのコメント】（馬場 順平） 

 サッカー部の主将として選手権まで部活動を続ける決断をしたとき、

「勉強も妥協しない」という覚悟が出来たのだと思います。引退後は級

友たちと遅くまで教室に残って勉強していました。切り換えの早さと集

中力、最後まで諦めない強い気持ちが国立大学合格の力となりました。 



ケース６ 「できることを全力でする」 
 
石本 涼（いしもと りょう） －平成 29年度卒― 

（奈良教育大学 教育学部） 

 

○高校時代に頑張ったこと  

部活と勉強の両立を頑張りました。部活に打ち

込みながら定期テストではいい点を取れるよ

うにしっかりと復習していました。そして引退

後は学校で行われる講習などにも積極的に参

加して苦手教科であった英語を重点的に勉強

しました。放課後にも友達と残って勉強をして

いました。時には受験勉強がしんどい時もあり

ましたが部活をやり切ったという経験で持ち

こたえることができました。 

 

○五高生へのメッセージ  

まずは、自分が行きたいと強く思える進路先を早く見つけてください。

希望進路が決まればモチベーションも上がり、勉強がしやすくなるから

です。そして、使えるものは何でも使ってください。進路閲覧室の過去

問や進路講習など積極的に利用しましょう。また、頑張って希望進路を

実現しようと頑張る皆さんのために先生方は力を惜しみなく貸してく

ださります。なので、先生方も皆さんの受験勉強の道具といっても過言

ではありません。存分に利用して希望進路を実現してください。自分が

できることを受験が終わるまでやり通すことが大事です。最後に皆さん

が受験勉強を頑張る際にこれだけは忘れないでほしいことがあります。

それは、感謝の心です。一緒に頑張っている仲間、サポートしてくださ

る先生方、そして皆さんのことを一番近くで応援してくださる家族への

感謝を忘れないように頑張ってください。皆さんが希望進路を実現でき

ることを願っています。 

 

 

【教職員からのコメント】（菅原 愛理） 

 早くから目標を設定し「どんなことも夢の実現に繋がる」という思い

から、何事にもコツコツと一生懸命取り組んできました。彼ならば、大

学でもさらに努力を重ね、ずっと持ち続けていた中学校の数学の先生に

なるという夢を、きっと叶えてくれることと期待しています。 

 



ケース７ 「部活から学んだ粘力」 
 

久保見 裕平(くぼみ ゆうへい) －平成 29年度卒－ 

（鳥取大学 農学部 生命環境農学科） 

 

○高校時代にがんばったこと 

高校時代に頑張ったことは部活動です。僕は、陸上部の

長距離パートで活動していました。部活の練習は厳し

く、それに伴った結果がついてこなかったときは正直辛

いと思いました。しかし、周りの仲間が頑張っているの

を見て僕も最後までやりきることができました。 

 

○部活動と勉強との両立 

部活動と勉強との両立は、勉強が好きとかでない限りはっきり言って大変

です。そのため、自分自身の目標をしっかりと見定め、それを達成したいと

いう気持ちをモチベーションに頑張ること。そして小さなステップをいく

つも作り、そして到達したことによる達成感を原動力にすることが大切だ

と思います。 

 

○五高生へのメッセージ 

部活の話でも書いたように一緒に頑張り、そして応援してくれる仲間をた

くさん作っておくことが大切だと思います。そうすることで、就職活動や受

験勉強といった辛い場面でも必ず心の助けになると思います。最後に、高校

生活は多くのことに挑戦できる絶好のタイミングです。初めてのことに物

怖じせずにどんどん挑戦し、経験を積んで進路に対しての幅を広げていっ

てほしいと思います。 

 

 

【教職員からのコメント】（菅原 愛理） 

 夏に陸上部主将を引退してからの受験モードへの切り替えは素晴らし

かった。部活に打ち込んでいた時間の全てを勉強に費やし、少ない時間

を有効に使いました。また、受験校を決定するにあたり、受験方式や科

目、問題の傾向を独自に沢山調べ、自分の力を最大限に生かせる志望校

と受験方法を決定することができました。決して自分に妥協せず、努力

を重ねて合格を勝ち取ることができました。 

 

 

 



 最後に、これまで登場した７人に共通する点を挙げ

ながら、先輩から、どんなことを学ぶべきか、まとめ

ていきましょう。 

 

「７人の先輩から学ぼう」 
 

１ 心構え編 

 

○ 開かれた人間づくり 
  

 学習活動、部活動、生徒会活動など、それらから学んだことや身に

付けたことを、将来、自分が進んでいく分野において、生かそうとす

る「どん欲さ」が彼らの魅力の一つとなっています。 

 何事にも、そして、どんな人にも関心をもつ「開かれた人間」づく

りを目指そう。 
 

○ 向上心・負けん気 
 

 ある先輩は、自分が頑張れた理由の一つに、お互いに切磋琢磨し合

い、「あの子より上手くなってやる！」という思いで自分を奮い立た

せ取り組んだことを挙げています。 

 自分の現状に満足せずに、自分の可能性を追求していこうとする

「向上心」こそが、文武両道実現への原動力となっています。 

 是非、楽しんで「自分との勝負」をしてみよう。 

 

○ 感謝の気持ちをもつ 
 

 多くの先輩に共通しているのは、友達や家族、先生

など、周りからアドバイスをもらったり、励ましても

らったり、様々な支援をもらっていることです。「私に

はそんな人はいないから」・・・そうでしょうか？ 

 みんな誰かに支えられ、守られています。誰に対しても心から感謝

をすることで、必ずその思いが伝わり、あなたを支える輪が広がって

いくことでしょう。  



「７人の先輩から学ぼう」 

 

２ 学習編 

 

○ 授業を大切にする 
 「文武両道」を実現するための必要条件の一つは、日々の学習をこ

つこつ積み上げることです。７人の先輩たちは、授業を大切にしてい

ます。日々の６～７限授業の時間数を積み上げると、年間どれぐらい

になるのでしょうか。この時間を大切にするかどうかで、大きな差が

つくことは明白です。 

 「授業を大切にする」という当たり前のことができるかどうか、そ

れが「文武両道」実現への分かれ道になるでしょう。 
 

○ 目標に向かって計画をたてる 
 「勉強は大事と分かっているけど…」とてもよく聞くセリフです。 

分かっていてもなかなかできない勉強。いかにモチベーションを維

持するかが問題ですね。まずは、「自分はこうなりたい」という将来

目標をもつことです。そして、そこから「逆算」して、今何をしなけ

ればならないかを確認することです。『私の夢プラン』（進路指導部）

に自己実現目標を明記し、自分を奮い立たせることで理想を現実に

近づけていくことになるでしょう。 
 

○ 仲間とともに支え合う 進路実現は団体競技 
 ここに登場した先輩たちは、 受験勉強の際に、「自分だけがやって

いるんじゃない、みんなも頑張っているんだ」という思いをもって努

力しました。「仲間と励まし合いながら取り組んだ」という先輩たち

のアドバイスは、きっとあなたの力になるでしょう。 
 

○ 定期考査に集中する  
 「頑張ろうと思うが、どんな勉強をしてよいか分からない」という

人も多いようですが、まずは定期考査を一つの身近

な努力目標にしてみましょう。身近な目標をクリア

することで将来の大きな夢に一歩ずつ近づきます。

定期考査のための学習から、学ぶことの意義や楽し

さを見い出した先輩に学びましょう。  



ここ 10年間(平成 20～29年度)の五條高校部活動の活躍 

 

全国大会出場の記録（出場年度）《平成 30年１月現在》 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

弓 道 インターハイ 22 23 27 29

国民体育大会 24

全国選抜 23 29

バ レ ー ボ ー ル インターハイ 20 21

春高バレー 20

卓 球 インターハイ 29

陸 上 競 技 インターハイ 23 27

国民体育大会 23 27

ビ ジ ネ ス 全国高校情報処理競技大会 20 21 22

全国高校簿記コンクール 20 21 24 25 26 27 28 29

全国商業高校英語スピーチコンテスト 23 27

書 道 全国高校総合文化祭 22

吹 奏 楽 全国高校総合文化祭 27



 
ここ 10年間(平成 20～29年度)の五條高校部活動の活躍 

 

近畿大会出場の記録（出場年度）《平成 30年１月現在》 

 

 

 

 

 
 
  

剣 道 近畿大会 25

弓 道 近畿大会 21 23 25 26 27 28 29

近畿選抜大会 20 25 26 27 28 29

バレーボール 近畿大会 20 21 22 23 25

サ ッ カ ー 近畿大会 23

陸 上 競 技 近畿大会 21 22 23 24 25 26 27 28 29

近畿高校ユース 20 21 22 24 25 26 27 28 29

水 泳 近畿大会 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ソフトテニス 近畿大会 20 21 22 23 24 25 27 28 29

近畿高校インドア大会 21 22 23 27

卓 球 近畿高校卓球選手権 22 23 24 25 26 27 29

近畿高校新人卓球大会 22 23 26 29

ソフトボール 近畿公立高校大会 22 23

柔 道 近畿大会 28 29

ゴ ル フ 関西ゴルフ選手権 20 21 22 23 24 25 26 28 29

ビ ジ ネ ス 近畿高校ワープロ選抜 20 21 22

近畿商業生徒研究発表大会 23

書 道 近畿高校総合文化祭 20 25

コ ー ラ ス 近畿高校総合文化祭 27 29

写 真 近畿高校総合文化祭 28

吹 奏 楽 関西吹奏楽コンクール 21 26

軽 音 楽 コンテスト予選会入賞・ベストサポーター賞 26



 

五高「文武両道」宣言 ！  
 

一. 私たちは、興味・関心の幅を広げます。 

 

一. 私たちは、あきらめず、最後まで努力します。 

 

一. 私たちは、感謝の気持ちを大切にします。  

  

 
 互いに励ましあえる友人、先生、先輩、 

 

そして、親や家族、みんな私たちの応援団です。 

 

 

 五高で、「文武両道」を実践し、自分を磨こう。 
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