
 

 

 

 

 

 

 

 

    

  夏の勝負 

校 長  下 釜 祐 保 

今年の夏は暑いらしい。また、例年に比べ台風の発生ペースが遅いらしい。いずれ

も今夏の「ラニーニャ現象」が発生する可能性が高いことと関係があるとか…。暑い夏でいい、台風は

少なくていい。しかし、猛暑による農作物への悪影響や台風災害などがないことを願うのは人間のわが

ままだろうか。 

夏といえば、甲子園を目指す高校球児の夏がある。口加ナインも高校生らしい溌剌プレーで球場を賑

せた。県大会１回戦、２回戦ともに先取点を奪い、小刻みに得点を重ねる理想的な試合運びだった。選

手らは、やるべきときに、やるべきことを、一投一打に集中した。２回戦では逆転され涙をのんだが、

粘って最後まで勝負を捨てなかった戦いぶりを賞賛したい。 

吹奏楽コンクール、インターハイ陸上競技、全国総文祭弁論部門、上海サマーキャンプなどの取組み

も「夏ならでは」で、いずれも高校生としてのレベルの高い、熱い戦いだ。本校生の各人それぞれが、

高校生としての「夏の勝負」に全力で打ち込んでいることを嬉しく思う。 

さらに、この夏は、補習や学習合宿、部活動、遠征試合、さらにはオープンキャンパスなど、今取組

んでおくべき、そして今しかできない高校生としての営みが目白押しだ。高３生にとっては「受験の天

王山」と言われる夏でもある。 

夏には夏の勝負があり、秋には秋の勝負がある。一つひとつのこと、今やるべきことに専念し、小さ

な勝利を積み重ねていくことが、青年期は一番大切なことである。 

若い頃、「稲は酷暑の夏を、麦は厳寒の冬を越さねば実を結ばない」と先輩から励まされたことを思い

出す。 

一つ先を見て、今、ここに、熱いエネルギーを燃やせる若者は強い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～第１学年より～ 夏を制する者は◯◯を制する 

「左を制する者は世界を制する」「リバウンドを制する者はゲームを制する」といった言葉があるよ

うに、「夏を制する者は◯◯を制する」という言葉があります。それだけ夏という季節がきつい時期

なのだと思います。そのきつい夏を乗り越え、秋・冬に結果を出すことで自分に自信が持てるように

なります。さらに、きつい時に身に付けたスキルは簡単には忘れません。「悪銭身につかず」です！

自らきついことを選べる自分が素敵だと感じられると、何事も前向きに頑張れるでしょう。最後に、

夏は誘惑の多い季節でもあります。深夜徘徊や無断外泊は非行の第１歩です。学校の規則を守り、事

件事故に巻き込まれないように気をつけて夏を過ごしてください。 

（第 1学年主任 松本 辰哉） 

～第２学年より～ 「今日、楽しかったことは何ですか？」 

私には中学３年生になる双子の娘がいる。その子どもたちが小学１年生の時の「帰りの会」で、今

日 1日の中で嬉しかったことや楽しかったことを発表するというものが毎日行われていた。夕食時に

は、帰りの会のように家族みんなにその日の嬉しかったことや楽しかったことを発表し合うというの

が我が家の日課となった。子ども達はその日にあった出来事を楽しそうに話した後、必ず私たちにも

聞いてくるのだが、私も夫もはなかなか浮かばない。そんなある日、「大人って楽しいことないんだ

ね」と子どもがつぶやいた。その言葉でハッとし、毎日夕食前には考えるようになった。考えてみる

と、意外とあるもので、見方を変えると良いこともたくさんあった。さて、いよいよ明日から１・２

年生は本格的な休みに入る。１日の終わりに今日の出来事を振り返り、一つでも「良かったな」「嬉

しいな」が浮かぶような生活を送って欲しい。充実した日々を過ごし、１学期より成長した姿でまた

２学期に会いましょう。 

（２年２組副担任 佐藤 智子） 

～第３学年より～  

３年生にとって「受験の天王山」と言われる夏季休業期間に入ります。ここをどう過ごすかで最終

的な結果が大きく左右されることでしょう。また、まとまった時間を確保できる最後の機会となりま

す。 

・オープンキャンパス参加など、志望校に足を運び、五感をフル活用して情報収集し、 

意欲を高める。 

・自分の実力、弱点を把握し、「これだけは絶対にやり遂げる」学習内容を明確にして、 

周囲に惑わされず勉強する。 

・これまでの模試や定期考査をやりなおし、勉強の成果や課題を確認する。 

以上のようなことを踏まえ、期間に区切りをつけて、計画・実行したいですね。あれもこれも、と詰

め込むと消化不良になります。これから厳しい暑さが増していきますが、夏バテに気をつけながらも、

充実した進路目標達成の準備ができるように過ごしていきましょう。 

（３年３組担任 松竹 一成） 
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８月８日（月）オープンスクールを開催いたします。ＥＺ教室にて英語授業体験や、本校独自メ

ソッド「先読みラーニング」の数学の授業体験、部活動体験を予定しております。どうぞ、ご友人

や後輩の方にお声掛けください。不明な点は、広報研修部 小松（８６－２１８０）まで。 

 

オープンスクール開催！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月７日（木） 

 ７月１０日の参議院選挙を 

前に３年生を対象として模擬 

投票を行いました。松永先生の 

指導の下、生徒達は選挙管理 

委員を中心に真剣な様子で１ 

票を投じておりました。 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月７日（木） 

４名の立候補者が熱い 

想いを主張してくれました。 

青年達の言葉は清々しさが 

あり、また頼もしくもあり、生 

生徒会は年間を通じて多く 

の学校行事の企画や運営に携わり、全校生徒の中

心となって活動していきますが、その心意気が伝

わってくる演説でした。その後投票があり、新制

口加生徒会、始動です！ 

生徒会役員選挙立合演説会 

 

  

 

７月６日（水） 

 梅雨の晴れ間 

に、南島原市 

職員の方々、八雲寮の方々と海岸清掃を行いまし

た。大雨の影響か、大木が漂着しており（写真右）

生徒たちはよく働き、海開きを前に気持ちよく海

水浴に来られる方々のため、汗を流しておりまし

た。教室で見られる真剣な表情とは違う快活な表

情が見られました。 

 

 

７月１９日（火） 

 梅雨明けした絶好のス 

ポーツ日和。校内スポー 

ツ大会を行いました。クラ 

ス対抗による球技４競技 

を競い合いました。白熱した試合が繰り広げられ、

結果は、サッカー（男子）３－３、バスケ（男子）

２－１、ドッヂボール（女子）３－４、バレー（女

子）３－２が優勝しました！この行事を通して、

更にクラスの絆が深まったようです。 

校内スポーツ大会 

 

     

“                  

“ Papa!!” This is what my baby girl says while pointing at her daddy when she wakes up 

every morning.  “Not mama?” I say back to her smiling.  Nothing beats my baby’s smiling 

face when starting a day like this.   

My baby girl is now 1 year and 7 months old, spending each day eating, sleeping, running, 

talking, laughing, and crying.  She always looks busy showing a lot of interest to things around 

her.  Well, that’s all she can do and this is her life. 

Each day is different.  She couldn’t sit still while eating a month ago, but she can today!  

She didn’t understand when I said, “Give this to Grandpa” a week ago, but she understands 

and does that today.  She could only say, “Kocchi” yesterday, but she can say, “Kocchi Kite” 

today.  She keeps stepping forward every moment.  It’s exactly what we call “step by step.” 

How about you guys?  Are you trying to make efforts to accomplish something? 

Step by step is the key.  No one can go forward without making each step! 

海岸清掃 

 

  

 

７月６日（水） 

 ７月８日より 

開幕した夏の高校 

野球県大会。口加 

高校は１１日の初 

戦を前に壮行式を行いました。主将の山田竜彦く

んの決意表明と、部員達の気合いの入った面持ち

から強い闘志が感じられました。 

野球部壮行式 

  

                 

 

私たちは７月２７日にアルカスＳＡＳＥＢＯで行われる全日本 

吹奏楽コンクール長崎県大会に出場します。「金賞獲得！」を目標 

に日々練習に励んでいます。部員全員が一致団結し、悔いの残ら 

ないよう会場全体に私たちらしい明るい音を響かせ、そして今ま 

で支えて下さった顧問の先生方、保護者の方々、応援して下さる 

方々に金賞という形で恩返しできるように精一杯頑張ります。応 

援よろしくお願いします！！ 

 

職員ペンリレー 

今月の生活創造コース 

○３年生（生活創造コース） 

 

 10日 家庭科技術検定 食物１級 

   主題「22歳兄の誕生祝い」 

   指定調理「茶碗蒸し」「二色ゼリー」を含む５品の献立を考え、90分で調理しました。 

12日 若木保育園実習（保育選択者） 

 

○２年生（生活創造コース） 

  ８日 乳幼児親子交流 

     2回目となる親子交流を行いました。前回の交流から 2ヶ月しか経っていませんが、 

その成長ぶりに驚きました。 

吹奏楽コンクールへ向けて 

 

部長 門畑春音 

 

『Step by Step』             －Kana Yoshinaga－ 

 

 

 

主権者教育～模擬投票～ 

 

 

 ７月１１日に予定されていました１回戦は荒天により順延となり 

ました。全校応援とはなりませんでしたが、翌日の試合では西彼杵 

高校に３－２で勝利！２回戦は諫早高校との激戦の結果、惜しくも 

８－９で２回戦敗退が決まりました。 

応援してくださった方々、ありがとうございました！ 

野球部 夏の大会１回戦突破！ 

  

 

７月２０日（水） 

 ９月４日（日）に開催予定の体育祭に向け、初

めての班別集会が開かれました。学年を縦割りで

赤黄青緑組に分け、３年生の正副団長を中心に行

進・応援・競技の練習を行っていきます。３年生

にとって参加できる行事が、この体育祭が最後と

なります。どんなリーダーシップを発揮し盛り上

げていくのか楽しみです。 

 

体育祭班別集会 

 

 

 

 

７月１６日（土） 

口之津公民館で、有限会社オールバーグ代表取締役の秋吉美和先生を講師としてお迎えし、PTA対象

進路講演会が実施されました。先生からは、進学は目標（将来の夢）を達成するための手段であること

を理解した上で進路選択しなければならない。また、文理選択は入試科目で決めるのではなく大学で学

ぶ内容から決めるのが鉄則であることを教えていただきました。次年度も同時期に開催する予定です。

生徒のよりよい進路実現のために、多くの方々のご来場をお待ちしております。 

 

 

ＰＴＡ進路講演会 


