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助産師講話を受講して
７月８日（金）に、助産師の松川美代先生から

「妊娠中と出産後の母体の健康管理」について、
講話をいただきました。妊娠初期は、脳や神経が
出来上がる大事な時期であるため、さまざまな注
意が必要であることが分かりました。妊娠して無
事に出産できることは、奇跡的なことで、命の大
切さを実感しました。また、新生児の人形を使っ
て頭囲と胸囲を計測し、頭囲の方が大きいことも
分かりました。松川先生の話は、全てが興味深く
次の講話も楽しみです。

２年１組 大久保優有さん

第１学年の「総合的な探究の時間」の中で今年度から取り組んでいる「ふるさと教育」において、
８月２３日（火）午後から南島原市のプロジェクト班の担当者を招いての討論会を行います。先に
講演があった７つの取組みの中から生徒それぞれがテーマを１つ決め、研究を進めていきます。研
究を進めていく上で発生する疑問に答えていただいたり、助言をいただく機会であるので、活発な
意見交換を期待したいです。

陸上競技部
インターハイ出場への抱負

第10４回
全国高校野球長崎県大会

私たちは7月2３日（土）に長崎ブリックホール
で行われる長崎県吹奏楽コンクールに出場します。
コンクールは特に三年生にとって最後のステージ
です。昨年逃した金賞を目指し、一生の思い出に
なるような最善の演奏をしてきます。応援よろし
くお願いします‼

吹奏楽部 ３年３組 梶原 妃可さん

長崎県吹奏楽コンクール

長崎県高校生介護技術コンテスト
７月１３日（水）に長崎玉成高校において福祉を学ぶ高校生の

介護技術の日本一を決定する「高校生介護技術コンテスト」が行わ
れました。感想としては、初めてのコンテストでわからないことば
かりでした。先生やクラスの皆に利用者役をしてもらい、意見を聞
きながら、協力して練習をしていきました。本番前に変更があって、
練習通りに行かず、結果は目標としていたものではありませんでし
たが、よかった点もありました。他校の発表も見ることができて、
そこでは、色々な気づきや、たくさんの学びがありました。今回経
験したことを進路や国試に繋げていきたいです。
３年４組 田中 詩乃さん・松尾 奏汰さん・溝田 ののかさん

自分は円盤投げに出場します。目標にしていた2種目での
出場にはなりませんでしたが、自己ベストを更新して最高
の投擲ができるように頑張ります。

陸上競技部 ３年２組 竹下 斗真さん

最初で最後のインターハイなので、この貴重な時間を楽
しんでまずは決勝進出そして、上位に入賞することを目標
に頑張ろうと思います。

陸上競技部 ３年３組 尾﨑 淳平さん

今年のインターハイは去年怪我して思った走りが出来な
かった分、今年は必ず県高校記録を更新し自分の走りが出
来るように頑張ります。応援よろしくお願いします。

陸上競技部 ３年１組 深山 創希さん

こんにちは、山崎絢音です。４日目のやり投に出場しま
す。今までお世話になった方々に恩返しができるよう、自
己ベストを出して、フィールドで一番輝いてきます。応援
よろしくお願いします。

陸上競技部 ３年３組 山崎 絢音さん

こんにちは、この度生徒会長となりました２年３組の松尾しずくです。
これから目指す積極性のある口加高校にしていくためには、まず自分

から主体的に行動し、多角的な視点から物事を考えることが大事だと考
えています。今年は創立百二十周年という節目の年でもあるので、いつ
もとは一味違う画期的な生徒会を目指します。
さらによりよい口加高校にしていくためにはみなさんの力が必要で

す！ご協力よろしくお願いします。
生徒会長 ２年３組 松尾しずくさん

８月３日（水）から行われる令和４年度全国高等学校総合体育大会（インターハイ）に口加高校陸上競技部から４名
の選手が出場します。皆さま応援よろしくお願いします。
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NHK杯全国高校放送コンテスト
全国総文祭出場への抱負

新生徒会役員誕生
会長・副会長

７月２６日から東京で行われるNHK杯全国高校放送コンテス
トと８月３・４日に同じく東京で行われる全国総文祭に長崎県
代表として出場します。NHK杯では決勝の舞台であるNHK
ホールを目指し、総文祭では全国のみなさんに地元長崎の
ニュースをお届けできるよう頑張ります。

放送部 ３年３組 円口 愛子さん

最後の大会は、単独チームで出場する
ことはできませんでしたが、連合チーム全
員が一丸となり試合に臨むことができまし
た。試合には負けてしまいましたが、３年
生は悔いなく試合を終えることができて良
かったです。応援ありがとうございました。
野球部主将 ３年３組 森 原理さん

口加高校野球部は国見高校・島原翔南高
校と合同チームを組み、大会に出場しまし
た。７月９日（土）に鹿町工業高校と１回
戦を行い、０対５で敗れました。応援して
いただきありがとうございました。

７月１日（金）生徒会役員選挙が行われ、新生徒会長に松尾しずくさ
ん、副会長に吉見一総さんと山田夢さんが決まりました。

本校、放送部の円口愛子さんがNHK杯全国高校放送コンテス
トおよび全国総文祭に出場します。応援よろしくお願いします。

７月２３日（土）に本校の吹奏楽部が出場しま
す。３年生にとって最後のコンクールとなります。
応援よろしくお願いします。



８月の主な行事生徒会役員選挙 ＆ 主権者教育

「校内スポーツ大会」を実施しました

7月19日（火）校内スポーツ大会を実施しました。雨天のため当初の予定を変更し、男子は、卓球
とバスケットボール、女子はバレーボールとバスケットボールを実施しました。雨天により湿気が多
く、蒸し暑い中での実施となり、熱中症などの心配もありましたが、体調を崩す生徒はおらず、無事
に終えることができました。生徒にとっても思い出に残る大会となったことでしょう。
それぞれの競技の優勝チームは下記の通りです。

男子バスケットボール
２年１組

男子卓球
３年１・２組

女子バスケットボール
２年１・２・４組

女子バレーボール ３年３組

各種目の優勝チーム

8     月
1 月 3年校内学習会 県家庭クラブ連盟総会・指導者養成

2 火 3年校内学習会

3 水 3年校内学習会

インターハイ（～７） 全国総文祭：放送（～４）

4 木 3年校内学習会 福祉科県内事業所委託研修

5 金 3年校内実力テスト

6 土 3年土曜補習

家技検和１級 ながさき県民大学料理教室 県ﾊﾞﾚｰ協会長杯（～7）

7 日

8 月

9 火 登校日（平和学習）

体育祭班別活動②

10 水

学校閉庁日

11 木 山の日

学校閉庁日

12 金

学校閉庁日

13 土

学校閉庁日

14 日

学校閉庁日

15 月

学校閉庁日

16 火

放送夏季研修会

17 水 ３年夏季補習

福祉科国試対策学習 野球新人戦

18 木 ３年夏季補習

福祉科国試対策学習 ＰＴＡ進路講演会 野球新人戦（～2８）

19 金 ３年夏季補習

福祉科国試対策学習 3年公務員模試 陸上九州選手権（～21）野球新人戦

20 土 ３年対外模試（マ） 介護福祉士模試

家技検定評価

21 日 ３年対外模試（マ）

卓球中地区新人大会野球新人戦

22 月 授業設定日 開始式 1・2年課題テスト

島P連第2回理事会

23 火 授業設定日１年２年午前 出前講座 午後：1年総合的な探究の時間 2，３年授業

九州地区高校生介護技術コンテスト 漢検②

24 水 授業設定日 45分日課 体育祭練習開始

25 木 授業設定日

体育祭練習

26 金 授業設定日

体育祭練習

27 土 家技検被服検定評価会

第2回GTEC ｿﾌﾄﾃﾆｽ島原大会

28 日

29 月 授業設定日

体育祭練習

30 火 授業設定日

体育祭練習

31 水 授業設定日

体育祭練習 生徒会各種委員任命式

今年の選挙は新型コロナウイルス感染拡大予防のため、パワーポイントを各教室にリモートで繋ぎ
放送室から演説をするという形で生徒会役員選挙を行いました。昨年と同様信任投票ではありました
が、選挙管理委員一人一人が緊張感を持ち、それぞれの仕事をきちんとやり遂げることができ、とて
も良い経験になりました。3年生は今年18歳を迎え、有権者となります。それぞれが自覚を持ち、選
挙に臨みたいと思います。

選挙管理委員長 3年1組 松田侑希さん

2022PTA主催 校内クリーン大作戦

と き ７月２３日（土）※雨天順延
〇集合時間：７：００～
〇集合場所：体育館前
〇熱中症対策をお願いします。
〇終了予定：～９:００

第74回体育祭

と き ９月４日（日） ※雨天順延

大会テーマ
「光あれ ～紡ぐ伝統 輝く未来～」

ところ 第1グラウンド

第1回オープンスクール

と き ７月２６日（火）
〇受付時間：８：４０～９：００
〇集合場所：体育館
〇各種体験活動，部活動体験を実施予定
〇終了予定：～１１：４０

Thank you, everyone! It has been a wonderful three years.

I am privileged have worked here at Koka Senior High

School. I will miss you all very much, and I hope that you

will have a good summer holiday. Be nice to the new ALT

and don’t be afraid to make mistakes, as long as you are

willing to learn from them.

Stay safe, stay healthy and stay awesome!

エスター先生 お別れの挨拶

みなさんありがとうございました。

この３年間はとてもすばらしい時間

でした。この口加高校で働けたこと

をとてもありがたく感じています。

私はみなさんをとても恋しく感じる

と思います。そして、みなさんがよ

い夏休みを過ごすことを願っていま

す。新しいALTにも親切にしてあげ

て下さい。そして、間違いを恐れな

いでください。そこから学び成長し

たいのであれば。

安全に気を付けて、体に気を付け

て、元気でいて下さい！

３年間に渡って口加高校の英語学習を盛り上げてくれていた、エス

ター先生が１学期をもちまして、本校を離任されることとなりました。

エスター先生より最後のお別れの挨拶を頂きました。エスター先生今

までありがとうございました。

１年生の家庭基礎の授業で、講師
に中村まり子（助産師）先生をお迎
えして毎年「命の講話」を開催して
います。これからの社会をより良い
ものにしていけるかどうかは“子育
て”にかかっていて、そのためにはこ
れから子育てに関わっていく生徒た
ちの“心の性教育”が重要であること
を学びました。スマホを片手に子育
てをすることが赤ちゃんをサイレン
トベイビー（無表情な赤ちゃん）に
してしまうことや、自分で自分を守
るための「イエス」「ノー」と言え
る“自己決定能力”の大切さ、赤ちゃ
んが母体の中でしっかり育つために
は、母体であるお母さんがしっかり
食べる“食育”の大切さなどたくさん
の学びがありました。

1学年命の講話


