
Merry Christmas！🎅体育祭や菖蒲祭、学年末考査、
そして受験。多くの事を同時に求められた学期でしたね。
苦悩した時期もあったとは思いますが、その時間を乗り
越えた君達は強く、逞しく、成長していますよ。よく顔
晴りました。
合格・内定を掴んだ君、おめでとう。君達が満面の笑

みで合格の報告をしてくれることが何よりも嬉しかった
ですよ。本当に、おめでとう🌸

これから受験に挑戦する君へ。焦るな。慌てるな。そ
して諦めるな。心から応援してるぞ。君達一人ひとりと
握手する日を楽しみにしています。
３学期は、高校生活の集大成となります。

自分に何ができるかを考えて行動しよう。
３月１日（火）、７４回生全員で笑顔の
卒業式を…。
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教育旅行体験プログラム（農業）
12月19日（日）、グローカルコースの生徒９

名が、グローカル探究の研究活動の一環として、
島原半島観光連盟の教育旅行体験プログラムに
参加しました。釣りや農業の体験を行い、地域
の魅力を再発見するとともに、食品ロスや農業
に関して自分たちの研究で生じた疑問を農家の
方と話し合う貴重な機会となりました。

いよいよ新３年生準備がスタートしま
す。
私は登山が好きです。低い山やちょっ

としんどい縦走。どんな山に登る前にも
必ず持ち物を事前に確認しておきます。
携帯のつながらない場所もあるので地図
は必ず持つ、飲み水や携行食、着替え
（夏でもフリースは必需品）など。人生
を山登りに喩えたりしますが、ルートを
考えながら準備をするその時が一番ワク
ワクするものです。
今、準備段階にきた７５回生
も不安をワクワクにして
がんばってほしい。
一緒に登ろう‼

早いもので、76回生の皆さんが入学してきて約９か月が経ちました。体育祭、菖蒲祭という二大行
事を経験し、すっかり口加高生らしくなりましたね。さて、もうすぐ年末を迎えますが、皆さんに
とってこの一年はどんな年でしたか？生まれて初めての受験を経験し、大きな節目となった
年だったことでしょう。私にとっては縁あって76回生の皆さんと出会えた素敵な年でした。
この冬休みは、3学期を迎え2年生になるにあたっての大事な準備期間です。目標を定め
それに向かって努力する貴重な時間にしてください。新年に元気な皆さんと再会するのを
楽しみにしています。

今回は、このような素晴らしい賞をいただき本当に嬉し
く思います。これも、支え合いながら頑張ってきた仲間、
熱心に指導してくださった先生、一番近くで支えてくれた
家族のお陰だと思います。

12月18日（土）、東京での表彰式に参加し、他の受賞者
の素晴らしい作品を拝見することができました。大変良い
経験をさせていただき高校生活の良い思い出になりました。

生活創造コース３年１組 平瀬鈴彩

全国高校生クリエイティブコンテスト（生活創造コース）九州高校放送コンテスト （放送部）

12月11日（土）に諌早文化会館で九州高校放送コンテストが行われ、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。課題文が大会前日に公表
されることや決勝進出者の発表が決勝当日の朝に行われることなど、これまで
経験したことのない状況にとまどいながら最終日決勝まで進みました。結果は
５位。大会の中でさらに読みが磨かれ、決勝の舞台でこれまでで１番の読みが
できました。
来年夏に行なわれる全国総文でも県代表としてがんばります。応援よろしく

お願いします。

２学年主任 黒田

１学年主任 永江

クリスマスお話会
12月４日（土）、口之津図書館友の会主催のクリスマスお話会に

生活創造コース２年７名が参加し、ペープサート、エプロンシア
ター、クイズなどを子どもたちに披露しました。昨年はコロナ対策
で中止を余儀なくされたイベントでしたが、今年は何とか開催する
ことができました。朝からのリハーサルではシナリオ変更などがた
くさんあり、急な変更になれない生徒たちでしたが、子どもたちを
前に、エンターティナーと化しました。この度胸見事！！
子どもたちもみんな喜んで帰っていきました。現場の経験って大事
ですね！

おめでとう！

海洋教育フォーラム長崎に参加
私たちグローカルコース「早崎潮流発電班」は

12月19日（日）に出島メッセ長崎で開催された
「海洋教育フォーラム長崎」に参加してきました。
今年は長崎港開港450周年の記念大会で、できたて
ほやほやの出島メッセ長崎での大会でした。自分た
ちの研究や活動紹介をしたあとにいろいろとアドバ
イスもいただけて、とても勉強になりました。

〔海洋教育フォーラム長崎・生徒感想〕
・多くの先生や大学生の前で自分たちの探究が発表できて、専門の先生か
らもアドバイスをもらい今後探究を進めていくのにとても良い機会になり
ました。今後はまず潮流計を完成させもっと探究活動を広げていきたいと
思います。
・講演の内容は、主に海の環境問題に関することと、海の調査についてと、
教育に関することの三つがありました。特に、海の調査に関することで、
OMNIの内容はグロ探でしていることと似ていて、参考になりました。
・今回、海洋教育フォーラムに参加して、知らな
かったことや初めて聞いたことが多かったけど知識
を増やせてよかったです。FFF長崎など１つしか年齢
が変わらない先輩が立ち上げていて、すごく驚きま
した。海の環境などを問題として研究や活動してい
る人たちの話が聞けて良かったです。



１月の主な行事予定

12月11日（土）、長崎県高等学校文化連盟からの補助を受け島原
翔南高校にて、「南島原地区楽器講習会」を開催しました。フルー
ト・サクソフォン・ホルン・ユーフォニアム・テューバの講師をお招
きし、南島原市内の中学生も参加しての楽器講習会となりました。
プロの演奏家の最大の特徴は、やはり「音がでかい！」でした。専

門的なアドバイスもたくさん聞くことができ、とても貴重な経験とな
りました。

南島原地区楽器講習会 （吹奏楽部）

人権学習

12月９日（木）の7時間目に、ベネッ
セコーポレーション九州支社顧問の田川
祐治先生をお迎えして、１学年生徒を対
象に令和3年度進路講演会を行いました。
田川先生は「勉強は将来の自分のために
するもの。物事の成否は能力の差よりも
執念の差である。覚悟を決め、最後まで
挑戦し続けなさい。」と熱いメッセージ
を送ってくださいました。生徒たちの感
想の中に「課題をきちんと出せる自分に
なりたい。」「自分を変えるのは簡単で
はないが、自分を変えられるのは自分し
かいない。」「成績が伸びなくて悩んで
いたが、先生の言葉に勇気づけられ
た。」とあり、多くの刺激を受けた様子
でした。

進路講演会（１学年対象）

（人権学習・生徒の感想抜粋）
・意識していないところで、ユニバーサルデザイ
ンに手助けしてもらっていたんだと知りました。
・ユニバーサルデザインは身の回りにけっこうあ
る。人権っていうのはいろんなところで尊重され
ているんだと改めて認識した。
・不便だと思うことがあるとき、道具や機械でど
うしようもないときには、人の手を貸してあげた
いです。

12月16日(木)、人権学習を実施しました。
今年は身近な「ユニバーサルデザイン」につ
いて考えました。人権というと難しく考えが
ちですが、どんな人でも過ごしやすい社会と
いうのは、人権が大切にされている社会だと
いえます。

「ふくし体験教室」口加高校福祉科主催

12月11日（土）、口之津ショッピングセンターサンピア様（口之津町）におい
て、「ふくし体験教室」を開催しました。
この教室は、福祉科の生徒達の普段の学習の成果を、地域の皆様に披露するとと

もに、たくさんの皆様へ福祉の楽しさや魅力を感じていただく機会とすることを目
的に開催しました。
当日は、多くの方々にご参加いただき、健康チェックや、車椅子やアイマスク体

験、口加げんき体操、福祉クイズ等を楽しんでいただきました。参加された方から
は「娘が参加して楽しかったらしく、日記に書いていました。また『次いつある
の？』と次回の開催を楽しみにしています。ぜひ、小学校でも開催してほしいで
す。」と有難い声をいただきました。
今後も開催する予定ですので、日程や会場等、事前にお知らせいたします。

福祉科

介護ロボット体験事業
12月２日（木）、島原復興アリーナにおいて「介護ロボット体

験事業」が、長崎県長寿社会課主催で行われ、福祉科１・２年生
の生徒が参加してきました。会場には、声をかけると会話が行え
る「コミュニケーションロボット」や、介護する際に腰等にかか
る負担を軽減する「パワースーツタイプ」の機器等、最新の介護
ロボットが展示されていました。体験した生徒からは「未来の介
護は、利用者の方や介護者の方の両方の負担が減るのが分かった
。『介護はきつい』という、イメージが取れた。」「コミュニケ
ーションロボットの動きが可愛かった。」等の感想があり、福祉
現場の最前線の情報を学ぶことができました。

福祉体験発表会
12月20日（月）に長崎県立大村城南高等学校で開催された「長崎県高校生福祉

体験発表会」で２年４組 菅 心さんが生徒代表として発表しました。多くの人
が聴く中、緊張した面持ちでしたが、立派に発表を行うことができました。「大
勢の方の前での発表は、私にとって、とても貴重な経験となりました。また、同
年代の人が、福祉に対してどのような考えを持っているのかを知ることができ、
新しい自分の考えを見つけることができました」と深い学びがあった発表となり
ました。ご指導して頂いた先生方、ありがとうございました。

２０２２年も皆様にとって
良い１年になりますように・・・！

日 曜 行事内容
1 土 元旦

2 日 年始休暇
サッカー部OB会

3 月 年始休暇

4 火

5 水 ３学年冬季補習

6 木 ３学年冬季補習

7 金 ３学年冬季補習１・２年学習会（午前）
連合音楽祭（～8）

8 土 ソフトテニスウィンターカップ（～９）
家技検洋１級 ３年対外模試（マ）

9 日 ３年対外模試（マ）

10 月 成人の日

11 火 始業式 １年２年校内実力 学年集会
PTA調査広報委員会

12 水 １年２年進路希望調査 ２年就公模試③
SC来校 PTA常任委員会 高校生活ｱﾝｹｰﾄ⑤

13 木 ３年共通テスト出陣式
前期出願受付（～19）

14 金 共通テスト移動日
漢検②

15 土 大学入学共通テスト １・２年対外実力（記）
ｻｯｶｰ県新人～16  ｿﾌﾄﾃﾆｽｼﾝｸﾞﾙｽ大会

16 日 大学入学共通テスト
２年対外実力（記）

17 月 自己採点(３年午後放課)
生創2年産業エキスパートセミナー③④

18 火 ３年特別編成授業Ⅰ開始

19 水 ４５分日課 消費生活授業支援⑥⑦（1-3,4）

20 木 ３年 四年制大学受験者激励会

21 金 英検1次③ 2年修学旅行結団式

22 土 被服検定評価会 （GL）SDGsプログラム体験
バスケ・バレー県新人～24 サッカー県新人～23

23 日

全九州卓球選手権大会
24 月 2学年修学旅行（～27日）

安全点検（～2/4）
25 火

26 水 生創３年保育実習⑤ SC来校
消費生活授業支援⑥⑦（1-1，2）

27 木

28 金 ４５分日課①～⑥ 介護福祉士国家試験出陣式

29 土 ３年補習 １年２年トップレベル模試
介護福祉士国家試験移動日

30 日 介護福祉士国家試験

31 月 ⑦2年進路講演会 ３年福祉科自己採点

歳末たすけあい募金（街頭募金）活動

12月３日（金）に歳末たすけあい募金（街頭募金）
活動を行いました。もとやま商店様（加津佐町）とサン
ピア様（口之津町）に分かれて、募金を呼びかけました。
参加した生徒達は寒い中、大きな声で募金の協力を呼び
かけていました。
皆様、多くのご協力、本当にありがとうございました。

街頭募金総額 58,901円
校内募金総額 12,039円
合計 70,940円


