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「コミュニケーション 」

寒い日はもう少し続きそうですが、今日で２月が終わります。北京で冬季オリンピックが開催され、
多くの日本人選手から感動をもらった１月でした。明日は卒業式です。卒業生並びに保護者の皆様、

おめでとうございます。また、別の感動に酔いしれる一日になるでしょう。
さて、コミュニケーション力が大切だとよく耳にしますが、人間以外の動物も何らかの方法でコ

ミュニケーションをとっています。近くの海で見られるイルカのコミュニケーションの方法は、ホ
イッスル音、鳴き声、クリック音のような音や頭突き、テイルスラップといった行動だそうです。海
面からのジャンプも情報伝達の手段と考えられています。
人間は言葉を有していますが、自分の考えや思いを相手に伝えるのは容易ではありません。言いた

いことを的確に伝える言葉が見つからないこともありますし、思い切って話した挙句に誤解されてし
まうこともあります。高いコミュニケーション力を持つ人はどんな人なのか。発信する方であれ受信
する方であれ、相手の状況、状態、立場などを、表情やしぐさ、声のトーンや、話し方などから想像
する力が優れている人だと思います。そして、想像力を養うためには、世の中には多様な価値観や考
え方を持つ人がいることを認識し、賛同するしないは別として、その一つ一つに敬意を払い、理解し
ようとする姿勢を持つことが必要なのではないでしょうか。

令和３年度口加高校キャッチフレーズ

卒業おめでとう！３年間担任として毎日怒っ
てばかりでしたが、皆さんには心から感謝をし
ています。福祉科１期生として入学してからこ
れまで、福祉科の先輩がいないなか介護実習や
国家試験など様々なことに挑戦することが多く、
不安な日々が続いたと思います。そのような状
況でも、何事にも一生懸命に取り組み努力する
姿にいつも感動していました。そして３年間で
大きく成長してきました。この福祉科での経験
は、卒業後も色んな場面で役立っていくと思い
ます。１期生として卒業したことに誇りを持っ
て、それぞれの場所で活躍することを祈ります。
３年間ありがとうございました。皆さんと出会
えて幸せです。

３年４組担任 髙月優

卒業おめでとうございます。あなたたちとの
関わりは1年足らずのとても短い期間でしたが、
授業や部活動、学校行事などを通して深く関わ
れたのではないかと思います。昨年度とは違っ
て高総体も実施され、延び延びになった体育祭、
文化祭も何とか開催されて普通の高校生活がで
きたのではないでしょうか？ みなさんの授業
での様子やそれ以外の活動の様子を見ていると、
喜怒哀楽に満ちた高校生を精一杯演じているな
あと羨ましく思っていました。「若い」ってと
ても素晴らしいです。失敗してもまた挑戦でき
ます。そこにみなさんそれぞれの「命」がある
から。これから先何が起こるかわからないです
が、「命」とその「若さ」を武器に自分の道を
切り開いていって下さい。

３年２組担任 只熊英貴

『何にも考えずただ楽しかっただけの頃より
今は何倍も強いから迷ってその度ぐっと進んでる
嵐に顔を向ける姿も 陰でこぼした涙も全部』
これは、「AGAIN」という曲の歌詞の一部で、
勝手ながら私からみんなへの応援歌です。３年前
のあどけない表情のみんなが、学校行事や、変哲
のない日々を通して、成長していく姿をそばで応
援（時に小言を言いつつ！）できたことに感謝し
ています。受験前の面接練習の際は、みんなの真
剣な表情と言葉に込められた喜びや悩み、苦しみ
などに共感すると共に、みんなの成長を実感し、
涙が出そうになるのを慌てて堪えたこともある程
でした。さあ、出発の時が来ました。みんなの人
生はまだまだ続いていきます。自分を信じて歩い
ていきましょう。GOOD LUCK！

３年１組担任 酒井美沙代

卒業おめでとうございます。入学時には想定も
していなかった「まさか」だらけの高校生活だっ
たと思います。「まさか２度も休校になるとは」
「まさか高総体が中止されるとは」「まさか修学
旅行が県内になるとは」。その多くが辛い事だっ
た中、皆で苦しみを共有し、言葉を掛け合いなが
ら乗り越えてくれた皆さんの姿を、心から誇りに
思います。特に修学旅行は「まさかこれほど県内
旅行を楽しんでくれるとは」とこちらが驚くほど
でした。
これから進路が決まる生徒も多くいますが、４

月から新しいステージで活躍することになります。
様々な人・事を受容し、「らしさ」を忘れること
なく、いろんな経験をして「理想の自分」に近づ
いてください。これからも応援しています。まず
は健康第一。

３年３組担任 村岡拓治

祝 卒業！

🐼∞の可能性を秘めた７４回生へ🐼
新しい制服に身を包み、初々しい姿で登校した平成３１年４月８日…あれから３年。様々な困難を乗

り越え、本当に逞しく、立派に成長しましたね。明日に卒業式を控え、一緒に歩んできた３年間の思い
出が鮮明に蘇ってきます。本当によく顔晴りましたね。
さて、４月から新生活を始める君達にLast messageです。「立派な人」になんかならなくていい。

でもね、困っている人に救いの手を差し伸べられる優しい人でありなさい。他者の喜びを自分の幸せに
変えられる思いやりのある人でありなさい。「ありがとう」と「ごめんね」を言える素直な人でありな
さい。枠を知った上で、枠を飛び越えようとするチャレンジ精神溢れる人でありなさい。苦しいことで
あっても楽しく乗り越えようとする逞しい人でありなさい。そして、自分自身を誇れる人になりなさい。
個性豊かで賑やかで、笑顔がよく似合う学年でした。君達の事を誇りに思います。ありがとう。そし

て、卒業おめでとう🌸
最後になりましたが、保護者の皆様方、これまで３年間本校の教育活動に多大なるご協力を賜り、誠

にありがとうございました。お子様との出逢いに感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
第３学年主任 山内徹

担任の先生より

火



３月の主な行事

令和3年度長崎県高等学校総合文化祭【美術部門】
第52回長崎県高等学校美術展

ＰＴＡ肉まん・あんまん提供

２年生対象「進路講演会」

１月３１日（月）、講師に田川祐治氏
（ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ九州支社顧問）をお招
きし、2年生対象に「進路講演会」を開
催しました。

おめでとう！
3年3組

豊島 愛祐

２月７日（月）、令和３年度探究学習発表大会を実施しました。今年もコロナ禍のため 、 午前中は開会式とポスターセッションを教室で行い、午後からは
体育館で普通科グローカルコースと福祉科による探究学習発表を行いました。 1 ・ 2 年１ ・ 2 組 の生徒は、教室で体育館の様子を teams（オンライン配
信）で視聴し 、お互いの発表を相互評価して探究学習発表大会を終えました 。

「高血圧」とは何なのか、
予防するためにはどうすれ
ばよいのかを調べて、自分
の今後にも役に立つと思え
る情報を得ることができた。
２年生の発表を聞くと、自分たちが作成したパワー
ポイントよりも分かりやすかった。声も大きく、
ゆっくりと話していたので、聴いている人からする
と聞き取りやすかった。自分たちに不足しているこ
とがよく分かった発表大会だったので、今後のため
に役立てていきたいなと思った。

１年１組中野夢来（普通科普通コース） 今まで班の皆で協力して作り上げてきたものを発
表することができて、喜びとともに達成感がありま
した。研究が思うように進まなかったり、思わぬト
ラブルがあったりもしましたが、無事に発表の日を
迎えることができました。研究を通して新たに見つ
かった課題もあるので、この研究をさらに発展させ
て地元に貢献していけるようにします。

２年３組太田千蓮（普通科グローカルコース）

私の探究活動のテーマは「やわらかメンチ
カツを作る」でした。理由は、施設実習に行
った時の昼食時に、同じ献立でも利用者様ごとに普通食であったり、
ソフト食であったりと様々な形態で、個人を
大切にした食事提供をされているところに興
味を持ったからです。今回、実際に作ってみ
て、”その人にあった料理（硬さや味の濃さなど）”を作るということ
は、とても大変だということが分かりました。
今後も引き続き、色々なメニューに挑戦して、知識を深めたいと思

います。 １年４組宇野佑弥（福祉科）

防災班 『防災意識を高めよう
～いざという時の地域避難マニュアル～』

普通科（生活創造コース）

白熱した北京オリンピックに因んで、２年生活創
造コースでは中国料理実習を行いました。
寒さを吹き飛ばす四川料理「麻婆豆腐」と「肉ま

ん」です。肉まんは「包子」と書いて「パウズ」
「ポウズ」と読みます。
中国ではお祝いの時に何かを包んで食べる風習が

あります。餃子や焼売、包子などです。少し甘めの
発酵生地を薄くのばし、入りきれないぐらいのあん
を上手く入れて包みます。
みんなでアツアツの肉まん、とってもおいしかった
です！

福祉科

福祉科１期生 介護福祉士国家試験受験
口加高校福祉科は、島原半島では唯一、介護福祉士国

家試験を取得できる高校です。その介護福祉士国家試験
を、令和４年１月３０日（日）に福祉科１期生１６名全
員が受験してきました。新型コロナウイルスの第６波の
影響により、感染が拡大している真っ只中での受験で不
安も大きくありました。１期生として入学してから３年
間、この日の為に授業や介護実習を頑張ってきました。
放課後や自宅でも国家試験対策に励み、最後の最後まで
頑張っている姿はとても素晴らしかったです。
結果は３月２５日（金）に発表されます。

介護職員初任者研修修了式
令和４年２月９日（水）、福祉科３年生１６名が標記

修了式に参加しました。介護職員初任者研修とは、介護
職として働く上で必要となる基本的な知識・技術を習得
することができる研修です。福祉科３年生は１３０時間
の研修を受講後、修了試験に見事合格し、修了証書を取
得することができました。
卒業後も、１期生らしく資格取得や大会・コンテスト

等、積極的に挑戦してほしいです。
１期生の先輩方のバトンは、もう２期生、３期生に託

されていますよ。

１・２年生合同で進めた研究は、本
番直前まで原稿やスライドを試行錯誤
して仕上げました。探究を通して、一
つのことを追究することの楽しさを学
ぶことができ、充実した時間を過すこ
とができました。

2年4組溝田ののか（福祉科）

『高血圧』 「やわらかメンチカツを作る」

『楽しく手洗いを使用！』
～色々な効果で生活の質アップ～

2月8日（火）マラソン大会が新型
コロナ感染拡大のため中止となりま
したが、PTAより当初の予定通り
「肉まん・あんまん」の提供があり
ました。
生徒は、昼休みに美味しくいただ

きました。ありがとうございまし
た！

日 曜 3     月

1 火 祝卒業証書授与式

2 水
SC来校

3 木 ４５分日課

4 金 生創２年助産師講話

5 土

6 日

7 月 学力検 査 準備 受検 生下見

8 火 後期選抜学力検 査 （生徒自宅学習）

9 水 後期選抜学力検 査 （生徒自宅学習）

10 木 後期選抜学力検 査 （生徒自宅学習）

11 金

12 土
１・２年土曜補習
国公立大学後期個別学力試験（～13）
バスケ・バレー県新人（～13）

13 日 2学年修学旅行（～16）
第3回陸上県記録会

14 月 新2年個人写真撮影

15 火 ４５分日課

16 水 後期選抜合格者発表

17 木

18 金 新２年３年教科書販売

L：先輩による受験体験発表会

19 土

20 日

21 月 春分の日

22 火 合格者オリエンテーション（平常授業）
新3年個人写真撮影

23 水 校内スポーツ大会

24 木 学年教室移動・終業式・離任式

25 金 介護福祉士合格発表
第150回九州地区高等学校野球長長崎県予選
1回戦 対西海学園 12:00～BigN

26 土

27 日

28 月

29 火

30 水

31 木

私は田川さんの話を聞き、課題に対して「多い
な」とか「早く終わらせよう」とか思っていたけ
れど、よく考えたら課題があることによって勉強
時間が確保されているし、課題を通して自分に足
りていないものを見つけることができているので、
改めて考えると大事なんだと気づけました。人か
らやらされていると思っているうちは何事も伸び
ないので、自分からしたいと思えるように勉強も
工夫して取り組んでいきたいです。

＜生徒感想より抜粋＞


