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「自分を信じ、仲間を信じて」

令和４年度口加高校キャッチフレーズ

福祉科

普通科（生活創造コース） 少人数でもできること・少人数だからこそできること

普通科（グローカルコース）

新転任者紹介

長崎総合科学大学付属
高等学校から参りまし
た。数学の授業とサッ
カー部を担当します。皆
さんに負けないくらい，
学校での生活を楽しみ，
努力して，一緒に成長し
ていければいいなと
思っています。どうぞよ
ろしくお願いします。

長崎西高等学校から赴任
してきました。平岡留美子
です。教科は理科（生物）
です。生物学の魅力を伝
えるとともに、生徒の皆さ
んの学力の向上・進路実
現に向けて、精一杯サ
ポートしていきます。一緒
に頑張りましょう！

五島南高校から参りました
地歴科の釡﨑と申します。
専門科目は日本史を担当
します。今年創立百二十周
年を迎える古き歴史と伝統
をもつ口加高校に赴任す
ることができ、とても光栄
です。少しでも貢献できる
ように頑張ります!!

西陵高校から異動して参り
ました冨永紘平と申します。
妻の実家のある南島原市
への勤務ということもあり、
新たな出会いを楽しみにし
ています。英語の楽しさ、高
校野球の楽しさを伝えられ
るよう頑張ります。

長崎東高校から転勤してき
ました、寺田剛史と申します。
女子ソフトテニス部の顧問
ですが、現在部員がいませ
ん。ソフトテニスは誰でも楽
しむことができ、人間的にも
成長できるスポーツです。お
待ちしています。

新緑の若葉がまぶしい季節となりました。その美しさに惹かれ、先日、朝から散歩にでかけま

した。口加高校生が利用していた島原鉄道白浜海水浴場前駅跡では、当時の面影を探すとともに

サイクリングロードの完成が待ち遠しく感じました。とても楽しみですね。白浜海岸、幸せの鐘、

瀬詰崎灯台、あこうの大樹と早崎瀬戸を眺めながら歩き、途中、庭の手入れやじゃがいもの収穫

をされている方々と挨拶を交わしながら、口之津灯台を通って、旧長崎税関口之津支庁『口之津

歴史民俗資料館分館』に辿り着くころには、３時間が経過していました。４５０年前南蛮船が来

航し南蛮貿易とキリスト教布教により最先端の文化がもたらされ、有明海の入り口の津（口之

津）として繁栄を極めた時代に思いを馳せながら、美しい景色を堪能することができました。

口之津歴史民俗資料館分館では、現在世界８０ヵ国以上に販売拠点を構え船用電子機器で世界

シェア１５％を誇る古野電気（口之津町発祥）の歴史に胸が躍りました。創業者の古野清孝氏は

昭和２０年魚群探知機の開発を開始します。弟の清賢氏が渋る漁師を説き伏せ船に乗せてもらい

ますが、イワシがいるといって網をいれたところクラゲの大群が揚がるなどし、怒った漁師から

海に投げ込まれたこともあったそうです。それでも自分を信じ、仲間を信じてあきらめず試行錯

誤を繰り返し、ついに世界初の魚群探知機を開発します。

いよいよ高総体が始まります。開会式は実に３年ぶりです。これまで苦しいことやつらいこと

にも耐え、あきらめずに努力してきたみなさんにとって、集大成となる大きなステージです。自

分を信じ、仲間を信じて悔いのないよう思いっきり暴れてきてください！健闘を祈ります。

定年後の体力低下を防ぐた
めに一日二万歩を目標に歩
いています。記憶力と知力
の停滞、下降防止を目指し
ての漢検チャレンジは継続
中です。六月の受検を控え
過去問を手に取り組んでい
ます。

佐世保特別支援学校か
ら参りました、養護教諭
の山本梨佳と申します。
一人ひとり学びの多い
充実した学校生活を過
ごすことができるように、
色々な面でサポートが
できればと考えています。
よろしくお願いいたしま
す。

お隣の島原翔南高等学校
から異動してきました。歴史
のある学校ですが、その一
方で古くなった施設や設備
も多いです。学校環境を少
しでも良くしていけるように、
一つひとつ事務室からでき
ることに取り組んでいきます。

学校事務をしております栗
田です。今までは、小学校勤
務でしたが、初めて高校でお
世話になります。“生徒たち
のために”を心がけながら、
仕事をしていきたいと思い
ます。よろしくお願いいたし
ます。

釡﨑 大輔
３年１組担任

地歴･バスケ部男

冨永 紘平
１年３組担任
英語･野球部

平岡留美子
１年２組担任
理科･放送部

生物の田中希子です。姉
の母校である地元の口加
高校に勤務することができ
て、とても嬉しく思ってい
ます。初めてのことだらけ
ですが、精一杯頑張って
いきますので、１年間よろ
しくお願いいたします。

寺田 剛史
２年２組担任

数学･ｿﾌﾄﾃﾆｽ部女

田村健太朗
２年４組副担任
数学･サッカー

田中 希子
２年所属
理科･生物

山本 梨佳
１年所属
養護教諭

栗田 エミ

吉川 和也

吉田 健治

3年所属

保健体育

４月１８日（月）に、今年度初めての生
活創造コース集会を行いました。３年生
の三縄梨々さんが歓迎の挨拶を行い、
その後、自己紹介をしてお互いを知るこ
とができました。和やかな雰囲気の中、
２・３年生が初顔合わせをし、各々が今
年の目標を決め、２・３年生が協力して
頑張ることを誓い合いました。少人数で
もできること、少人数だからこそできるこ
とを考え、主体的に頑張ってくれることを
期待します。

昨年度、完成年度を迎えるもコロナ禍で限られた活動を強いられる中で、生徒達は、自分たちが今で
きることをしっかりと考え、よく取り組んでくれました。
今年度の福祉科の目標は、国家試験１００％合格達成はもちろんですが、

①自他の健康管理に努める。
全ての仕事に共通して言えることですが、福祉も同様に人を支える仕事です。相手の命を支え守るた

めに、まずは自己の健康管理をしっかり行い、自分と大切な相手のことを支え守られるように努めます。
②今できることを考え、実践する。
昨年度同様、コロナ禍で未だ学習活動の機会が縮小している中、今だからこそできることを自分たち

で考え、実践していきます。
以上の目標へ挑戦していくことで、その取り組みが周囲の人や地域社会へと広がっていき、多くの人

を笑顔にできると信じています。

激動の時代。激しい変化についていくことだけで必死になっていませんか？
その一方で、新型コロナウィルス感染拡大の影響により窮屈な日常に嫌気をさしている人も多いのでは？
ただ、窮屈に思う日常だからこそ、新しい気付きや発見が生まれてくると思います。
今の日常に順応しながらも、あなたたち独自の新しい考えで、積極的な活動を通して、グローカルコースから

南島原市を、南島原市から世界を明るい社会に変えていきましょう。



いざ出陣！

６月の主な行事

私たちは長崎市の柿

泊で行われる高総体に
出場します。後悔のな
いように力を発揮し、
顧問の先生や支えて下
さった方への感謝の気
持ちを忘れずに頑張っ
てきます。応援よろしく
お願いします。

主将 立石 晃平

私たちは、「打倒私

立」を目標に１年間頑
張ってきました。高総
体では、チーム一丸と
なって自分たちらしく
元気いっぱい笑顔
いっぱいプレーします。
目標は、ベスト８です。
応援よろしくお願いし
ます。
主将 井上乃光紀

私たちバスケット

ボール部は公式戦１
勝を目標に日々の練
習を頑張ってきまし
た。1人1人が自分の
もっている力を十二
分に発揮して悔いの
ないよう勝利を目指
して頑張ってきたい
と思います。応援よろ
しくお願いします。
主将 松尾 啓太

私たち女子バスケッ

トボール部は西陵高校
で試合が行われ、海星
高校と戦います。これ
まで関わってくださっ
た方々に自分たちらし
いプレーで感謝を伝え
たいです。ラスト一秒ま
で仲間と共に諦めず
戦ってきます。
主将 池田 恵花

私たち男子卓球部

は、団体戦ベスト４と
いう目標でこれまで練
習を頑張ってきました。
恵まれた練習環境を
整えてくださった方々
への感謝を忘れず、最
後まで全力で戦い抜
きます。応援よろしく
お願いします。

主将 林田 拓人

私たちは、高総体上位

入賞、北九州大会出場、
また一人でも多くの人が
自己ベスト更新を目指し
て頑張ります。今まで支
えていただいた方々に
感謝の気持ちを忘れず、
一生懸命戦い抜きたい
と思います。応援よろし
くお願いします。

主将 北村 優衣

私たちは、高総体上

位入賞を目指し多くの
北九州大会出場を目
標としています。今ま
で支えてくださった
方々に感謝をし、全力
で挑みたいと思います。
皆さんに良い報告がで
きるように一生懸命頑
張りますので応援よろ
しくお願いします。
主将 深山 創希

今まで一緒に頑張って

きた最高の仲間を信じて、
自分たちらしく明るく元気
に戦ってきます！そしてお
世話になった方々への感
謝の気持ちを忘れず、最
高の恩返しができるように
全力で楽しんできます！
応援よろしくお願いしま
す！！

主将 本多いぶき

私たちは、高総体でベ

スト１６を目標に日々の
練習に取り組んできまし
た。日ごろから支えてく
れている方々への感謝
を忘れず、サッカー部全
員で後悔の残らないよう
最後のワンプレーまで全
力であきらめず戦ってき
ます。応援よろしくお願
いします。

主将 松藤 蓮

私たち女子卓球部は恵

まれた環境の中で今まで
一生懸命日々の練習に
取り組んできました。今ま
で支えてくださった方々
への感謝の気持ちを忘れ
ず、最高のメンバーで最
高の結果を残せるように
頑張ります。応援よろしく
お願いします。

主将 田中 李佳

陸上競技部 男子 陸上競技部 女子 ソフトテニス部 男子

バスケットボール部 男子

バスケットボール部 女子

卓球部 女子 卓球部 男子
サッカー部 男子

ソフトボール部 女子

バレーボール部 女子
６月３日（金）開会式
６月４日（土）競技開始
※詳細は高体連ＨＰを

1 水

2 木 ４５分日課 L：高総体壮行式　

3 金 高総体開会式

4 土 高総体１日目　学校自学

5 日 高総体２日目　学校自学

6 月 高総体３日目　特別時間割（３時間）

7 火 高総体４日目　特別時間割

8 水 振替休日（6/５）

9 木 2年歯科検診（13：30～）　 第１回体育祭実行委（体育委員）
L:高総体報告会(①限)生徒会選挙告示

10 金  生創２年保育園訪問①
３年放課後補習開始　3年就職公務員模試③  漢検①

11 土 ３年対外模試（マ）3年看護医療模試　3年進路マップ　１２年土曜補習　

第1回GTEC  放送NHK杯県大会～13家技検洋２級 
12 日 ３年対外模試（マ）　総合文化祭JRC部門生徒総会

公務員講座（長崎公務員専門学校）　生創２年図書館お話会ボランティア①　
13 月 介護実習1・2・3年(～16日まで)

14 火

15 水 ４５分日課

16 木 考査時間割発表　L：学級活動/３年進路講演会⑥⑦
九州ＰＴＡ連合会大会（～18）　陸上北九州大会（～20）

17 金

18 土 ３年県一斉

19 日

20 月 第２回体育祭実行委（班別役員・体育委員）

21 火

22 水 45分日課

23 木 期末考査１日目 

24 金 期末考査２日目
家庭科技術検定２･３級筆記（放課後）

25 土

26 日 英検２次①　ナイター陸上

27 月 期末考査３日目

28 火 考査最終日　野球部壮行式
容儀指導　自衛隊出張講座

29 水

30 木 第３回体育祭実行委（班別役員）
L：立会演説投票（主権者学習）

高総体速報は下のHPから

長崎県高総体【速報一覧】
https://nagasaki-koutairen.jp/entry/posts

口加高校HPでも昼頃と夕方結果を掲載

https://nagasaki-koutairen.jp/entry/posts

