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一年間を振り返って・・・
口加高校HP

令和３年度口加高校キャッチフレーズ

「感

謝」

ようやく温かい日が続くようになりました。学校のふるさと交流館前の桜も、間もなく開花宣言が
できそうです。３年生が卒業し、２年生が修学旅行に行っている間の１年生だけの学校は、本当に静
かでした。しかし、新入生が入学するとまた活気が戻り、賑やかな学校になると思います。
さて、３月は別れの月です。この度の人事異動で私も含め１１名の教職員が口加高校を離れること
になりました。２年間という短い期間でしたが、保護者の皆様、地域の皆様のご協力とご支援のおか
げで、充実した楽しい時間を過ごすことができました。心よりお礼を申しあげます。ありがとうござ
いました。
来年度、本校は創立１２０周年を迎えます。準備途中で投げ出すことになり、大変申し訳ない気持
ちでいっぱいですが、別の場所から本校の益々の発展を祈りたいと思います。同窓生の方々や地域の
方々の本校へ寄せる熱い思いや期待は、全国どの学校にも負けるものではありません。これからも口
加高校へのご支援をよろしくお願いいたします。

祝 第74回卒業証書授与式

７４回生１０１名が、口加高校を卒業しました。
決して平たんではなかった３年間の道のりを自ら
の足で歩み切りました。個性豊かで、賑やかな学
年でした。様々な事にチャレンジした学年でした。
そして、たくさんの失敗を重ねて成長した学年で
した。最高の学年です。自慢の生徒達です。君達
に出逢えてよかった。改めて卒業おめでとう。新
天地でも輝く君達を応援しています。

１学年永江主任より

２学年黒田主任より

卒業生答辞

在校生送辞

３-３大平さん

２-３山本さん

本当に慌ただしい1年が終わろうとしています。
3月に修学旅行をすることになろうとは…去年の
今頃は思っていませんでした。想定外のことに対
応していくことが必要なのだと改めて思い知らさ
れた1年でした。しかし、その中で周りの人たち
からの助けや応援に大いに勇気づけられ、感謝の
思いを強く感じられた1年でもありました。おか
げでたくさんの愛に包まれ７５回生は最高学年に
なることができます。思いもかけない修学旅行の
延期のなかで、君たちの中にある辛抱強さや楽し
さを探し出す好奇心の強さ、周りの者へのいたわ
りや気遣いを見ることができました。７５回生は
やはり最高です。さあ、これからはじまる最高学
年をみんなで楽しみましょう。

“Be Active, 76ers!”という学年目標を掲げて、
口加高校第７６回生としてのスタートを切ってか
ら、早いもので１年が経とうとしています。最初
は着せられているようだった制服も体に馴染み、
戸惑いだらけだった学校生活にも慣れ、いよいよ
次なるステージへ進むときが近づいてきました。
この１年間は、おそらく楽しいことばかりではな
かったでしょう。勉強と部活動の両立に苦しみ、
人間関係に悩んだ日もありましたよね。何はとも
あれ、７６回生の皆さんがいろんなことを乗り越
えて、今日この日を大事な仲間たちと一緒に迎え
ることができたことを本当に嬉しく思います。さ
あともに、次のステージへの大事な一歩を踏み出
しましょう。４月に新入生に負けないくらい輝い
ている皆さんに会えることを楽しみしています！

普通科（グローカルコース）
「バーチャルinシンガポール」に参加して
3月12日（土）「バーチャル in シンガポール」に
参加しました。
一日目はシンガポールについてのお話や現地の人
からの話を直接聞くことができました。特にマリー
ナベイサンズは圧巻の大きさ、そして綺麗さでした。
二日目は現地で働く人たちの話を聞きました。自
分の仕事に自信を持たれているに感銘をうけました。
ワークショップで今回の講義の内容を自分たちの町、
長崎にどう生かせるのかの話し合いをしました。私
が思いつかないような様々な意見を聞くことができ、
とても参考になりました。今回の経験を少しでも自
分たちの研究に生かしていきたいと思います。
１年3組 吉見一総

普通科（生活創造コース）
助産師講話を開催しました。
３学年団

福祉科
福祉科１・２年生 施設実習
３月８日～１０日の３日間、市内のデイサービスセンターへ実習に行きました。
今回の実習内容は、コミュニケーションがメインでした。コミュニケーションをとるのが苦手な私は
どんな話をしたらいいのかわからず、悩みました。しかし、職員の方から「利用者の方は、昔の話がお
好きだから、身近なことを話題にすると喜ばれるよ。」とアドバイスをいただきました。実践してみる
と、子どもさんやお孫さんのお話をたくさんしてくださいました。利用者の方が笑顔になってくださり
私も嬉しかったです。
福祉科 １年４組 荒木知優

令和４年３月４日（金）、生活創造コース２年
生が、本年度最後の助産師講話を受講しました。
講師は南島原市こども未来課の松川先生（助産師、
看護師）と森塚先生（助産師、看護師、妊婦さ
ん）でした。日本は世界でも体外受精数はトップ
レベルだが成功率は低いという話から、精子と卵
子のメカニズム、幸せホルモン“オキシトシン”、
人生とは“命をピカピカに磨いていく作業”、自己
肯定感の大切さなど、今こうして生かされている
ことはラッキーなことであると実感できるすばら
しい内容でした。また講話を受けたいです！

４月の主な行事

3/16（水）
（４日目）

第２学年修学旅行

4

日 曜

月

1 金 九州高校野球県予選（～10）

３月13日（日）～16日（水）3泊4日で長崎県内の修学旅行に行ってきました。
今年もコロナ感染拡大のため、行き先が昨年同様、東京方面から県内（長崎市・
佐世保市・波佐見・平戸方面）に変更、また、実施時期が１２月から３月に変更
しての実施となりました。
※修学旅行の様子は、本校HPに掲載しています。

2 土 島原サッカーフェスティバル（～3）
3 日
4 月

3/13（日）
（１日目）

3/14（月）
（２日目）

5 火

3/15（火）
（３日目）

6 水 入学前ｵﾘｴﾝ(ｸﾗｽ発表/入学式指導/部紹介/物品渡し)

春季自学会
7 木

春季自学会

★全体的に最高に楽しく、良い思い出になりました。
友達といろいろなところを見て回りながら買い物、
イベントをして、終わってみるとまた行ってみたい
と思いました。東京だったらもっと楽しかったと思
います。でも、県内だけど今までの修学旅行の中で
もダントツに良い思い出です。

グローカル探究論文集完成！
★誰が新型コロナウイルスに感染し
てもおかしくないという状況で、３
回も延期をし、手続きをしてくだ
さった先生方、周りの家族などの支
えがあって、私たちは修学旅行に行
くことができました。最初はほとん
どの人がもう修学旅行に行けないと
あきらめていました。でも、私も保
健委員として消毒を呼びかけたり、
換気をしたりしました。前よりも消
毒をする人も、手洗いうがいをする
人も多くなりました。旅行先でも消
毒と感染対策を行いました。

★初めてクラスの人と宿泊してたく
さんしゃべって、より仲を深められ
たように感じた。
この４日間で多くのことを経験し、
学んで長崎の良さを知り長崎のこと
がもっと好きになったし、長崎に行
けて良かった。コロナ禍で大変なこ
とがたくさんある中、修学旅行を計
画してくださった先生方や旅行会社
の方、行かせてくれた親に感謝し、
周囲の人の支えがあって修学旅行が
できたことを忘れないようにしたい。

３学年担任よりメッセージ
３/３（木）７校時、３学年担任より１年生
の各科・コースの生徒に対して「今からやっ
ておくべきこと」「先輩が取り組んでいたこ
と」等について熱い話がありました。
今日生活創造コースの説明で私は２年生にな
るのがとても楽しくなりました。迷って迷っ
てから生活創造コースに決めたので、本当に
大学に進学が出来るかとても不安でした。最
初の方に生活創造コースを卒業された先輩方
の進路を教えて下さってその中に私が行きた
いと思っている大学があったので生活創造
コースでも大丈夫なんだと思いました。
”成長“”目的意識“”将来像””人間性”この４
つのことを忘れずにこれからの高校生活を過
ごしていきたいです。

★今回の修学旅行を終えて、行く前は東京
から長崎市内に変わってどうなるのかなぁ
と思っていたけれど、行ってみると初めて
がたくさんあってすごく楽しかった。今ま
でなかなか話すことがなかったクラスメー
トとも夜の時間にたくさん話すことができ、
知らないことも知ることができた。１日目
はすべてが初めてづくしで写真の中でしか
知らない場所に実際に足を運んでみて、
そっくりさんを探したり（孔子廟）、ハー
トの石を見つけたり（グラバー園）きれい
な景色を見たりとすごく充実していた。

8 金 始業式・新任式・大掃除・入学式

L:各種委員選出
9 土 バレー地区春季戦（～１０日）
10 日
11 月 1年スタディーサポート
12 火
13 水

令和３年度「グローカル探究論文集」が
完成しました。
この論文集は、本校の普通科
グローカルコースの生徒が２年
間探究学習での成果をまとめた
内容になっています。
詳細は、本校HPに掲
載しています。
是非ご覧ください。

14 木

15 金
16 土
17 日

芸術教科書販売
進路希望調査 全学年自転車通学生集会
新入生研修 地区別集会
２・３年稔りの時間開始 面談週間開始（～15）
新入生研修 1年個人写真
3年JASSO予約奨学金説明会
４５分日課 1年稔りの時間開始
耳鼻科検診１年 （１３：３０～）
PTA投票締切 部編成集会
４５分日課 個人写真予備日
内科検診3年+野球部（13：45～）
バレー県春季戦（～18）バスケ県春季戦（～18）
ソフトテニス中地区春季戦（～17）
第1回陸上県記録会

18 月

PTA常任委決定日３年就公模試①
19 火 生徒会各種委員会

内科検診１年（13：30～）
午前：新体力ﾃｽﾄ/身体測定、午後授業

20 水 ４５分日課

卒業生受験体験談

スポーツ大会結果

３月18日（金）６校時、今年の卒業生が自分の受験
勉強等の受験体験を１・２年生に対して話してくれまし
た。

３月23日（水）、本年度最後のスポーツ大会を開催しました。
あいにくの雨天で男子サッカーは途中から卓球に変更。残りの男
子バスケ、女子バレー・バスケは予定通り実施しました。
結果は下記の通りです。

21 木 ４５分日課 Ⅼ：生徒総会ｸﾗｽ討議

・今日のお話を聞いて、自分の将来について考える、
とても良い機会となった。大学受験や公務員試験など
はイメージがまったくつかなかったので、詳しく教え
てくださりとても参考になった。
・先輩方の進路先はそれぞれ違うけれど、共通してい
たのは自分の進路先についてよく調べること、わから
ない問題は積極的に質問することが大事だ、というこ
とだったので、自分も実践していきたい。
・公務員試験について少し甘く考えていたが、先輩の
話を聞いて、たくさんの過去問といろんな種類の公務
員試験の問題を解いていくことが大事だということが
わかった。

男子
卓球（サッカー）
１位１-２
２位２-２

男子
バスケット
１位１-１
２位１-２

女子
バレーボール
１位２-３
２位２-１

女子
バスケット
１位２-２
２位２-１

22 金 心電図(１年

生創コース集会

１３：００～）)

23 土 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ県春季戦（～24）

陸上ﾘﾚｰｶｰﾆﾊﾞﾙ

卓球春季戦（～24）

24 日
25 月
26 火

卓球（サッカー）
１位１-２

バスケット
１位２-２

27 水 胸部レントゲン（１年・職員 9:00～）

尿検査予備
生徒会委員任命式
考査時間割発表
29 金 昭和の日
陸上島原半島選手権
30 土 第2回陸上県記録会(～1）
28 木 歓迎遠足

バスケット
１位１-１

バレーボール
１位２-３

今年度も「口加だより」を
最後までご覧いただきありがとうございました。

