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令和３年度口加高校キャッチフレーズ

「９９：１の理論」
本校の職員室にストーブが姿を現しました。気象庁によるとラニーニャ現象が発生しているとの
ことで、日本付近には寒気が流れ込む関係で、今年の冬は寒くなるそうです。気が早いですが早く
春にならないかと思ってしまいます。
さて、１１月１５日に「心に響く人生の達人セミナー」を開催しました。今年の講師は川田金太
郎さんでした。歌を交えながら、ご自分の人生を振り返って熱く語ってくださいました。その中で
紹介してくださったのが、「９９：１の理論」です。私たちは何かについて不可能だと思う時に、
よく「９９％無理だよ。」とか「９９％できない。」と口にします。しかし、１００％とは断言し
ません。つまり、残りの１％は頭の中のどこかでひょっとしたらできるかもと思っているというこ
とです。
硬貨の表と裏それぞれ面に「できる」「できないか」を記してコイントスをしたら、それぞれが
出る確率は２分の１です。１％の可能性は５０％と考えることもできます。強く思うこと、信じる
こと、本気で取り組むこと、その大切さを改めて感じさせてくださいました。簡単ではないことだ
らけですが、がんばろうという勇気がわきました。

高知県立室戸高等学校との探究学習交流
11月20日（土）、グローカルコース１・２年生が本校で、
高知県立室戸高校の生徒と探究学習に関する交流を行いました。
どちらの学校もジオパークのある地域に位置しており、防災を
中心に様々な点で、お互いの研究の情報交換を行う貴重な機会
になりました。
＜２年３組 グローカルコース 防災班 田中李佳＞
今回の研究でまず思ったことは、室戸市は災害に対する対策
が整っているということです。室戸市がそれだけ災害を身近に
考えているからだと思いました。また、室戸高校の皆さんは、
私たちがまだやりきれていない研究をしていて、とても刺激に
なりました。同じテーマで探究をしている仲間と交流できたこ
とは貴重な経験だと思うので、今回学んだことを生かして探究
を進めていきたいです。

普通科（生活創造コース）
保育園実習を実施！
11月12日（金）午前中、若木保育園で、２年生最後の実習を行い
ました。感想を一部紹介します。
「子どもたち一人一人が思っていること、考えていること、好きなこ
と、嫌いなことがあって、当たり前だけど、もう自分で考えて行動で
きるんだなと感心した。『子ども』でも一人一人違うのだから、その
子に合った接し方で一緒に楽しめたらいいなと思った。」

口加生！運動部・文化部大健闘！
九州高校放送コンテスト長崎県大会（放送部）

祝

全国・九州大会出場！決定‼

11月13日に諫早文化会館で九州高校放送コンテスト長崎県大会が行われました。口加高
校からはアナウンス部門に2年3組の円口愛子さんが出場しました。アナウンスの内容は本人
が参加していた北有馬町の聖歌隊「コルス・アンジェリスク」を紹介したものです。久しぶ
りの舞台での発表でしたが、多くの審査員の先生から評価され県大会1位の成績をおさめま
した。１2月の九州大会出場と来年夏の東京総文祭の県代表に決まりました。

第２回長崎嚥下食デザートコンテスト（福祉科）

祝

グランプリ受賞‼
11月23日（火）、長崎市東公民館で
第２回長崎嚥下食デザートコンテストが
開催され、福祉科３年の池田亜依花さん
が参加しグランプリを受賞しました。昨
年度の第１回にも出場し、今年はリベン
ジをという意気込みで準備に取り掛かり
ました。『じゃカステラ～大地の香りを
添えて～』というデザートを考案し、今
回はお父様と参加しました。事前の準備
から当日まで親子２人３脚で取り組む姿
は素敵な光景でした。

福祉科
３年生介護実習報告会を開催！
11月５日（金）、本校多目的教室におきまして、福祉科３年生によ
る介護実習報告会を開催しました。今回は、いつも介護実習でお世話
になっている施設や事業所の施設長・職員の皆様にもご観覧いただき
ました。生徒は多少、緊張しておりましたが、実習で学んだ知識や技
術、そしてつまづきから学んだこと等を堂々と発表しました。
来春、３年生は多様な進路へと進みますが、将来、どんな業種に就
こうとも、福祉科の実習で得たものは一生の財産です。ここで得た、
知識・技術・出会い・感性等が、きっと生徒たちの人生をより輝いた
ものにしてくれるはずです。

令和３年度全国高校駅伝大会長崎県予選（陸上競技部）

祝

女子5位入賞‼

期 日：令和３年11月５日（金）
コース：県立総合運動公園

【男子】私たちは駅伝大会へ出場し、１８位という結果で大会を終
えました。昨年の結果より順位を落としましたが、それぞれの課題
が見つかった良い大会となりました。今後も練習を重ね、新人駅伝
で結果を出したいと思います。
男子主将 岩永瑞峰（2-3）
【女子】今年度は例年とは異なり陸上競技場の周回コースでの開催
となりました。昨年とは違った雰囲気の中、全員が全力を尽くし昨
年より１つ順位を上げ５位に入賞することができました。新人駅伝
でも入賞目指して頑張ります。
女子主将 北村優衣（2-1）

県新人戦（卓球部）
男子団体

祝 ７位入賞‼
期
会

日：令和３年11月６日（土）～7日（日）
場：県立総合体育館

１回戦 口加 ４ VS ０ 壱岐
２回戦 口加 ３ VS ２ 諫早
３回戦 口加 ０ VS ３ 鎮西学院
＜順位決定戦＞
口加 ２ VS ３ 長崎工業
＜７・８位決定戦＞

口加 ３ VS ０ 長崎東

１２月の主な行事

令和3年度「弁論大会」を開催！

文化の秋！大満喫！

11月11日（木）に校内弁論大会が行われ、１．２年生の弁士４名が発表を行い
ました。全校生徒の前での発表ということもあり、緊張した様子も見られました
が、4名とも堂々と立派に自分の主張を行いました。結果は以下の通りです。

最優秀賞
菖蒲祭を終えて
『星輝 心に刻む青春の光』のテーマのもと10月31日に2021菖蒲祭が開催さ
れました。新型コロナウイルスの影響で、入場制限や感染症対策など、昨年と同
様の規模での実施でしたが、先生や保護者の方々の協力があり、今年も笑顔あふ
れる最高の文化祭を作り上げることができました。工夫をこらした各学年や有志、
先生方のステージ発表、教室の展示、生活創造コースのファションショーでは、
完成度の高さに驚きの声の続出となりました。初めて経験することばかりで、準
備や段取りは大変でしたが、菖蒲祭を終えたとき、心に大きな達成感を感じまし
た。実際に動けていたかはわかりませんが、見通しを持ち、行動する力が身につ
いたと思います。私を含め口加生全員の成長を実感した一日となりました。支え
てくださった全ての方々に感謝します。ありがとうございました。
生徒会長 山本 慧
※詳細は口加高校HPをご覧ください

優秀賞
優秀賞
優秀賞

太田
立石
相良

林田 芽依（１－３）
「じゃんけんと私」
百香（1-1）
晃平（2-1）
七海（2-3）

「大きな夢」
「親ガチャ」
「仲間の存在」

「心に響く人生の達人セミナー」を開催！
11月15日（月）、令和3年度「心に響く人生の達人セミナー」を開催
しました。今年度は講師に川田金太郎氏（プロデュースセンター長崎）
にご来校いただき、演題「伝えるということ」についてご講演いただき
ました。
川田さんはアーティストとしても活躍されており、オリジナルの歌を
交えながらドラマチックで壮絶な人生体験を笑いを交えながら話してく
ださいました。

行事内容
1 水
2 木 介護ロボット体験事業（福祉科：復興アリーナ）
3 金
4 土

生創２年助産師講話
歳末助け合い募金活動(～10日)
３年対外模試（マ）第3回GTEC
陸上ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ 生創２年口之津図書館ｸﾘｽﾏｽお話会

5 日 ３年対外模試（マ）
6 月 職員健康診断（9：00～11：00）
7 火 PTA調査広報委員会（小会議室19:30～）
8 水
9 木
10 金

ﾏﾗｿﾝ大会前健康調査
⑦1年進路講演会

L：２年主権者学習

介護検定1･3･4級

自動車学校入校希望者集会
介護検定1･2級

土曜補習 九州総文祭（諫早～12）
11 土 ボキャコン（国際大） 南島原楽器講習会
家技検食１級
12 日 長崎競歩大会
13 月
14 火 ４５分日課
15 水

生創３年保育実習④
SC来校

16 木 L:人権学習

「税の作文」表彰式！
11月17日（水）昼休み、島原税務署の担当の方が来校され、校長室
で表彰式を行いました。
「税の作文」は、国税庁が主催する全国的な作文コンクールです。
口加高校では毎年、１年次公民科の学習の一環で１年全生徒が取り組
み、作品を応募しています。

芸術鑑賞会を開催！

祝

入賞！

◆1-3松村怜旺さん 「長崎県租税教育推進協議会 代表幹事賞」
医療費のことに触れ、税に感謝する気持ち・自身も将来は税を納めて社
会に貢献していきたいという気持ちを表現した文章でした。
◆1-3松尾しずくさん「島原税務広報協議会 優秀賞」
北欧の福祉国家に触れ、小さな政府・大きな政府の概念など現代社会の
授業で学んだことを盛り込んで自身の意見をよく表現した内容でした。

11月９日（火）、３年に一度の「芸術鑑賞会」
を実施しました。寄席は、漫才から始まり、落語
体験教室、上方落語、色物（太神楽）、江戸落語
と盛りだくさんでした。特に落語体験教室では、
生徒・職員が小話を体験し会場が盛り上がりまし
た。また、漫才と落語の違い、上方と江戸落語の
違い、色物の必要性などの説明もあり、初めて漫
才や落語を生で聞く生徒が多く、笑いの絶えない
２時間となりました。

17 金
18 土 １・２年県一斉

３年対外模試（マ）
19 日 海洋教育フォーラム(2年GL潮流発電班：出島メッセ
長崎）
20 月

冬季三者面談基準日
長崎県高校生福祉体験発表会

21 火 冬季三者面談基準日
22 水

冬季三者面談基準日
海外研修事前研修（GL）

23 木 補習終了
24 金 大掃除

海外研修事前研修（GL）
終業式

バイク通学生希望調査

１・２年冬季補習

３年対外模試（マ）

25 土 ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾝﾃｽﾄ（～26）卓球日名子杯
バレー島原半島リーグ（～26）

「海岸清掃」を実施！

26 日

11月2日（火）に、１・２年生で海岸清掃を行いました。
１年生は加津佐の前浜海水浴場、２年生は口之津の白浜海水
浴場を清掃しました。第1グラウンドから海岸まで徒歩で移
動し、１時間20分ほどの清掃活動でした。市役所の方や地域
の皆さんとも協力しながら、流木を集めたり、砂の間に埋
まっているプラスチックの破片やペットボトルなどを拾い集
めました。終始和気あいあいと楽しみながら、あっという間
に終了時間となり、来たときよりも確実にきれいになった海
岸を後にし、また、みんなで歩いて帰校しました。

３年対外模試（マ）

27 月

生徒感想
初めてテレビではなく生で鑑賞したので、テレビ
で見るより迫力があって、ちょっとしたことでも面
白かった。落語家の方が、落語は小説のようなもの
だと仰っていたが、小説よりも入り込むことができ
て楽しかった。
植木美悠（3-1）

28 火

３年対外模試（マ）
家技検和２級
全学年冬季補習

福祉科施設実習補充日

蔵書点検 卓球県選抜大会
全学年冬季補習
福祉科施設実習補充日

29 水 年末休暇
30 木 年末休暇
31 金 年末休暇

