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令和３年度口加高校キャッチフレーズ

「普通とは？」
朝夕の冷え込みが急に厳しくなりました。秋はどこに行ってしまったのでしょうか。
ついこの前まで、冷たいそうめんをすすっていたのが嘘のようです。おでんが恋しい
今日この頃です。
さて唐突ですが、「普通」という言葉を皆さんはどのように説明しますか。国語辞
典を引いてみると、「他の同種のものとくらべて特に変わった点がないこと。特別で
なく、ありふれていること。」と説明がありました。
「普通」という言葉に引っかかったのは、「恋です！～ヤンキー君と白杖ガール
～」というテレビ番組を見ていた時でした。自分の年齢を考えると恥ずかしいのです
が、ドラマなので結構おもしろくてはまっています。ヤンキー君がガールに、「俺と
ユキコさんじゃ、住む世界が違うじゃないですか。ユキコさんは普通の世界で生きて
いるじゃないですか。」と言う場面がありました。恐らく、ヤンキー君には、家族仲
良く暮らしていて、学校にきちんと通っているユキコが「普通」で、学校にも行かず、
仕事もしていないヤンキーの自分は普通ではないと思ったのでしょう。しかし、弱視
のユキコにしてみると、見える世界に生きているヤンキー君が普通で、見えない世界
に生きている自分は普通ではない、住む世界が違うと思っているので、ヤンキー君の
言葉にちょっと戸惑ったようでした。
「普通」の捉え方は、人それぞれです。自分が普通ではないと思っていることも、
他人は普通と思っているかもしれません。逆に、自分が普通だと思っていることも、
他人は普通でないと思っているかもしれません。どこに視点をおくかで変わってくる
のだと思います。
「特別ではない、ありふれている」という定義から考えると、多数派が「普通」と
いうことになってしまいそうですが、ある特定のことに関してのみ言えることです。
ヤンキー君の場合は、生活状況について言えば、ガールが普通ということになるかも
しれません。しかし、人と人を比べた場合には（もっとも比べる必要はないのです
が）、比べる視点が多々あるので、あることに関しては自分が普通でも、別のことに
関しては自分の方が普通ではないことがあるでしょう。
多様性の時代です。あの人は変わっているな、自分とは違うなと思ったとしても、
それはその人の一部分にすぎません。人それぞれの個性を尊重し、お互いに敬意を
払って暮らしていきたいですね。

・11/5 （金） 県高校駅伝競争大会（諫早）
（今年度はコース変更のため全校応援はありません）
・11/9 （火） 芸術鑑賞会「東西バラエティ寄席」本校体育館
・11/15（月）「心に響く人生の達人セミナー」本校体育館
・11/25（木）～30(火）2学期末考査（1・2年）・学年末考査（3年）

「国際理解・国際協力のための高校生の主張コンクール」優秀賞を受賞！
グローカルコース２年生の末吉美夢さんが、令和３年度長崎県高等学校国際
教育研究協議会高校生弁論大会＜第６８回「国際理解・国際協力のための高校生
の主張コンクール」長崎県地方大会＞に出場し、優秀賞（２位相当）を獲得しま
した。大会から指定された「もし私が世界の問題を一つだけ解決できる立場に
あったら、何を達成し、どのような世界にしたいか」というテーマについて、世
界平和を実現するため、世界規模で取り組めることについての自らのアイデアや、
ボーイスカウトでの自分の経験を生かした、１人の高校生としてできることにつ
いて述べ、平和への強い思いを表現しました。

普通科（生活創造コース）
「牛乳・乳製品コンクールに入賞して」
先日、長崎県で開催された「牛乳・乳製品料理コンクール」に応募しました。417の応募の中から
10人に選出され、10月9日に県庁で行われた表彰式に参加しました。私は日本人に不足しているカル
シウムを効率よく簡単に取れる、揚げないコーンクリームコロッケのレシピを考案しました。どの参
加者のメニューも創造性がありおいしそうなものばかりでとても不安でしたが、「長崎県栄養士会長
賞」をいただくことができました。10人に選ばれただけでも驚きでしたが、4位に匹敵するような素
敵な賞がいただけて本当にうれしかったです！私には栄養士になりたいという夢があるので、この貴
重な経験を忘れずこれからも食について意欲的に学んでいきたいです！（3-1 藤原里沙）
「若木保育園実習 ピアノで進化ゲームを楽しもう」
今回の実習は、3，4歳の子どもを対象に、ピアノのリズムに合わせてゲー
ムを行いました。始める前に、静かに横一列に座ってもらうことができ、順調
に行くと思われましたが、ジャンケンの仕方や勝敗がまだ分からず苦戦しまし
た。初めて挑戦したピアノは凄く緊張しましたが、子どもたちの様子を見なが
ら弾くことができて良かったです。先生方に沢山助けていただいたおかげで、
最後は子どもたちが喜んでくれて嬉しかったです。次回は、年齢に合った遊び
や説明の際の言葉選びを学んで、もっと上手くできるようにします。次の実習
も楽しみです。（3-1
名花）

福祉科
介護福祉士国家試験１００日前集会
10月22日（金）、本校会議室において
標記集会を開催しました。先生方からの
激励の言葉や応援動画、また、福祉科
１・２年生からの応援の言葉を一身に受
けた福祉科3年生16名は、各々が決意を
新たにし、「全員が125点満点中、100
点以上獲得での合格」を目標に、残り
3ヶ月間、１分１秒を大切にした学習を
行っていきます。福祉科主任 森田 潤也
施設介護実習（1-4 荒木知優）
最初は緊張して自ら話すことが出来ませんでしたが、自分から話し
かけないと利用者の方も安心して私たちと接することができないこと
に気づくことが出来ました。自分から話しかけに行くことも、緊張し
ていてあまりできませんでしたが、施設の実習指導者の方に声を大き
くして話すことなどのアドバイスをもらい、実践してみると利用者の
方と少しずつでしたが話すことが出来ました。校内実習で学ぶことが
できない、対面での利用者の方とのコミュニケーションなど、施設実
習では多くのことを学ぶことが出来ました。

令和３年度全九州高等学校新人陸上競技大会結果

11月行事予定

JOCジュニアオリンピックカップU18出場
1 月 代休10/31
３年対外模試（マ）

10月８日～10日に宮崎県で開催されました。入賞者は以下のとおりです。

山崎
竹下
尾﨑
深山
井口

絢音（２）
斗真（２）
淳平（２）
創希（２）
知香（２）

やり投 第４位
やり投 第４位
5000ｍ競歩 第５位
200m 第７位
ハンマー投 第８位

九州内の強豪校との戦いから、多くのことを学ぶことができた大会となりまし
た。この学びを基に、自分自身の課題と向き合いさらに成長できるよう、今後も
日々練習に励みたいと思います。応援ありがとうございました。

部活動地区新人戦結果

女子バレーボール
予選L
1試合目
2試合目
決勝Ｔ
１回戦

０－２

3年生センター100日前集会
および進路講演会
10月7日（木）6校時目に共通テスト100日前集会が
行われました。会の中では生徒を代表して3組濵田美里
さんが「入学してからこれまで約800日が過ぎました。
あっと言う間だったこれまでよりも、もっと短いこの
100日間を、大切に、そして団体戦で乗り越えていき
ましょう。」と力強く語りました。また、放課後にベ
ネッセ顧問の田川先生をお招きし、激励をいただきま
した。本当に、残りわずかです。今できる事を一生懸
命！顔晴れ、74 th Family！

小浜

卓球
女子団体
2回戦
決勝

第２位

3-0諫早
0-3鎮西学院

やり投出場 2-2竹下斗真
初の全国大会で自己ベストを出して入賞することを
目標にしていましたが、結果は11位でベストにも程遠
い記録で終わってしまいました。感じたことのない緊
張で、力を出せずに自分の弱さを痛感しました。これ
からはもっと技術を磨いて、来年のインターハイでリ
ベンジします。

2 火 海岸清掃
0

3 水 文化の日
0

4 木

0
0

5 金 口加福祉連絡協議会･実習報告会
県高校駅伝競走大会（諫早）

6 土 １・２年対外実力（記）3年大学別オープン
卓球県新人～7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ県新人（～８）

7 日 ２年対外実力（記）
英検２次② 家技検食２級

8 月 0
0

9 火 芸術鑑賞：午後
0

10 水 0
SC来校

11 木 L：校内弁論大会
0

口加 ２－０ 大村城南
口加 ０－２ 長崎日大
(予選L パート２位で決勝Ｔへ)
口加

100ｍ出場 2-1深山創希
愛媛県のニンジニアスタジアムで行われたU18陸上
大会に100ｍ選手として出場するも、結果は11.15と
いう自己ベストからはほど遠い記録で予選落ちしてし
まいました。自分の得意としているスタートでは、前
に出たものの後半追いつかれてしまい、とても悔しい
結果になりました。これからは目標に向け努力し、全
国の舞台で勝負できるようがんばります。

男子団体
1回戦
2回戦
決勝

第２位

3-0大村工業
3-2諫早商業
0-3鎮西学院

12 金 生創２年保育園実習(①～④)
２年就公模試② 家庭科技術検定筆記試験１級

13 土 ３年対外模試（マ）介護福祉士模試
県野球1年生大会（～14） 放送県大会

14 日 ３年対外模試（マ）
0

15 月 ①～⑤45分授業
人生の達人セミナー⑥⑦

16 火 開校記念日(119周年)
生徒休業

17 水 ４５分日課①～⑥ 高校生活ｱﾝｹｰﾄ④
18 木 考査時間割発表 火の時間割
19 金

0
0

女子個人

男子個人

【女子ダブルス】
田中・冨永
2回戦 3-1小浜
3回戦 0-3鎮西学院

【男子ダブルス】
綾部・森川
2回戦 3-2大村工業
3回戦 3-0諫早
4回戦 0-3鎮西学院
ベスト８県新人戦出場

ベスト８県新人戦出場
【女子シングルス】
①田中
1回戦 3-0諫早
2回戦 3-1大村城南
3回戦 0-3鎮西学院

ベスト16県新人戦出場
②冨永
1回戦 3-0大村城南
2回戦 3-0諫早
3回戦 0-3鎮西学院

ベスト16県新人戦出場

薬物乱用防止教室を開催しました。

ベスト16県新人戦出場

ベスト24県新人戦出場

バレー春高予選（～21） ｿﾌﾄ全国選抜県予選（～21） バスケ中地区予選（～
21）

21 日

10月7日（木） 株式会社ドラッグストアモリから薬
剤師の兵動 悠 様他2名の方に来校していただき薬物
乱用防止教室を実施しました。講話の内容は、薬物乱
用防止と正しい薬の使い方についてでした。

【男子シングルス】
①綾部
2回戦 3-0諫早
3回戦 3-1諫早商業
4回戦 0-3鎮西学院

②森川
2回戦 3-0大村工業
3回戦 2-3鎮西学院
順位決定戦 3-0諫早商業

20 土 高校生福祉大賞コンテスト（リモート）

③藤原
2回戦 3-0大村工業
3回戦 0-3鎮西学院
順位決定戦 3-0諫早商業

ベスト24県新人戦出場

（生徒感想)
私は、今回の話を聞いて改めて薬物の恐ろしさがわ
かりました。たった一度の使用で負の連鎖に陥ってし
まい、そこから抜け出すことがなかなかできないこと
を知りました。
また、誘われたときには、断る勇気が必要でそのた
めに自分が正しい知識を身に付けて、適切に対処する
ことが大切だと思います。また、市販の薬も用法や時
間を守り、間違った飲み方をしないように気を付けて
いきたいと思います。

0
0

22 月

0
0

23 火 勤労感謝の日
0

24 水

0
SC来校

25 木 期末(1年2年)、学年末(3年)考査
26 金 考査２日目
27 土

0
島Ｐ連秋季研修会

28 日

0
0

29 月 考査３日目
30 火 考査最終日
街頭募金 歳末たすけあい募金活動

