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「心のスイッチ」

暑い夏が続いています。口加の生徒たちは夏休みの間も、多くの舞台で躍動しました。インターハイ、全国総
文祭、吹奏楽コンクールなど部活動での見事な活躍。3年ぶりの夏休み開催となったオープンスクールでは、新
たな試みとして生徒主体、体験型での実施となりオープニングから生徒が大活躍でした。猛暑の中での実施でし
たが、ＰＴＡによるかき氷や飲み物の提供、同窓会による会議室のエアコン修理等ご支援により、参加された皆
様に快適に過ごしていただくことができました。この場を借りて厚く感謝申し上げます。
また、生徒の学力向上や希望進路の実現に向け、夏季補習、校内学習会、三者面談など、先生方が入念に計

画・準備し実施しました。生徒たちもその気持ちに応え、一生懸命学習に取り組みました。
2学期のスタートにあたって生徒のみなさんに、一編の詩を送ります。『心のスイッチ』は、しっかりと入っ

ていますか？

令和４年度口加高校キャッチフレーズ

普通科（生活創造コース）

9/4
（SUN）
開催

部活動各種大会の結果

陸上競技部 インターハイ出場を終えて

『心のスイッチ』（東井義雄）
人間の目は ふしぎな目
見ようという心がなかったら 見ていても見えない
人間の耳は ふしぎな耳
聞こうという心がなかったら 聞いていても聞こえない
頭も そうだ
はじめから よい頭 わるい頭の区別が あるのではないようだ
「よし、やるぞ！」と
心のスイッチが入ると
頭も 素晴らしいはたらきをしはじめる
心のスイッチが 人間を つまらなくもし すばらしくも していく
電灯のスイッチが 家の中を明るくし 暗くもするように

エシカル甲子園2022の予選に応募
グローカルコースビジネス班が、徳島県教育委員会が主催する「エシカル甲子園

2022」に応募しました。エシカルとは「倫理的」という意味で、この大会は持続可能
な社会づくりに挑戦する高校生の取り組みを発表する場です。書類審査に通れば、本選
で発表となります。
応募内容は、食品ロス削減のために、廃棄される野菜を使って、加工品を作るという

ものです。現在は夏野菜を使った野菜塩の商品化に向けて、活動を続けています。今後
は、他の加工品への作成や、商品化に向けたパッケージや商品名を考えていく予定です。

２年３組 松尾しずく

普通科（グローカルコース）

普通科(普通コース)

第１学年「総合的な探究の時間」意見交換会
８月２３日（火）、南島原市役所から講師を招いて、総合的な探究の時間の意見交換会

を実施しました。南島原市の取組みについて生徒から示された質問に対して講師の方から
回答をいただいたあと、探究活動を進める上での費用や標的とする年齢層、持続可能性、
問題点など多角的な視点でアドバイスをしていただきました。今後の探究活動の大きなヒ
ントになったかは乞うご期待。

福祉科 介護実習
今回の施設実習では、バザーが開催されました。バザーでは利用者の方々が、

それぞれ洋服やバッグを購入され、楽しんでおられました。
私は利用者の方とバザーを通じてたくさんコミュニケーションを取れたことが

すごく楽しかったです。今まで私は、利用者の方に話しかけに行こうとしても緊
張して話すことができませんでした。しかし、実習を重ねていくことで、少しだ
けですが自分の心に余裕を持つことができ、利用者さんとたくさんコミュニケー
ションをとることができました。次回の実習も楽しみです。

２年４組 上田 晴香

福祉科

今回、全国大会ではＮコンで準決勝敗退。総文祭はコロナの影響でデータ審査にな
り、会場に行けなかった、という悔しい結果となりました。

Nコンでは、本来の自分の最大限の読みを発表できず、つらい思いをしましたが、
それ以上に他県の人たちの発表からたくさん学びました。これで本当に高校最後にな
りましたが、これから先も放送に関わっていこうと思います。応援してくださった皆
さん、本当にありがとうございました。

３年３組 円口 愛子

ワンハンドフードコンテスト 優秀賞おめでとうございます！
２０２２年９月２３日に開業する西九州新幹線（長崎～武雄温泉）の中で

気軽に食べられるワンハンドフード（長崎県内の特産品等を活用して長崎県や
県内の地域の魅力を表現して全国の皆さんに食べてほしい料理レシピ）を考案
するコンテスト。長崎県内の中学生・高校生・短大・大学・専門学校生から総
数１１６点の応募があり、生活創造コース２・３年生１２名も挑戦しました。
本校から応募した作品はどれも長崎の良さを表した素晴らしいものでした。

結果、３年１組の松田侑希さんの作品「角煮パイ」が上位５作品に選出さ
れ、８月２８日の最終審査で優秀賞に輝きました‼

９月２４日に長崎市にある水辺の森公園で表彰式が予定されています。

体育祭 各団団長による意気込み

私たち黄団は全身全霊をかけて、
３冠を目指して練習を重ねていま
す。走ります！繋げます！持ち上
げます！いい所魅せます！そして
勝ちます！！最後までやり抜き、
笑顔で終われるように黄団全員で
がんばります。

黄団団長 松尾 奏汰

赤団は３年を中心に練習に取り
組んでいます。応援合戦では「全
力、可愛く、格好良く」をテーマ
に赤団らしいパフォーマンスをし
たいと思います。創立１２０周年
という節目の年の体育祭を赤団全
員で盛り上げていきます！

赤団団長 永池 琉晟

私たち３年生は過去２年間，半日の
体育祭しか経験してきませんでしたが、
今年は丸１日の体育祭の開催が予定さ
れています。このことに感謝しつつ、
青団らしく元気に楽しみながら一生懸
命頑張ります。目指すは３冠！！
応援よろしくお願いします。

青団団長 末吉 美夢

放送部 全国大会出場を終えて

今年のIHは２回目のIHで、100m、200mに出
場しました。去年は１か月前に怪我をしてしまい、
思うような走りが出来ず、悔しい思いをしました。
そのため、今年は必ず結果を出すという気持ちで
走りました。しかし、結果はどちらも準決勝落ち
でとても悔しかったですが、３年間で２回もIHを
経験できた事はとても大きな事でした。私の陸上
人生はこれで終わりではないため、これからも頑
張っていきます。 ３年１組 深山 創希

私は徳島IHで、たくさんの事を経験し
ました。全国の壁はとても厚く、思うよ
うにはいきませんでした。しかし、今回
経験した事をこれから活かしていきます。
尾﨑先生をはじめ、外部指導のコーチの
方々、応援してくださった方々には感謝
の気持ちしかないです。応援ありがとう
ございました。これからもよろしくお願
いします。

３年３組 山崎 絢音

IHを終えて、自分がどの位頑張ったのかを思い
知りました。どんな状況の中でも強い選手は強く、
そして、初めての全国の舞台はとても緊張しまし
た。自分の全力を出せましたが力及びませんでし
た。この経験を次の大会、国体に活かしていこう
と思います。次は自分に強い自分でいたいです。

３年３組 尾﨑 淳平

私は円盤投げに出場して結果は予選落
ちでした。自己ベストは出せませんでし
たが、最後まで自分の投げをできました。
高校生活で一番いい思い出ができました。
応援ありがとうございました。

３年２組 竹下 斗真



９月の主な行事

8月1８日(木)１９：００～口之津公民館にてＰＴＡ対象進路講演会が実施され
ました。昨年度同様新型コロナウィルスの影響で、当初の参加予定者数からはか
なり減ってしまったのは残念でしたが、それでも３７名の保護者の方に参加して
いただきました。講演の概要としては、本校進路指導部教員による進路別説明会
の後に、保護者の立場から、本校ＰＴＡ顧問の濱田かよ子様にお話をしていただ
くというものでした。生徒の進学にかかる費用や、保護者としての心構えなど経
験に基づいたすばらしいお話を聞くことができました。夜のお忙しい時間に熱心
に話を聞いていただいた皆様に感謝いたしますとともに、少しでも今後のお子様
の進路実現のために、お役に立てたのならば幸いです。

保護者対象「進路講演会」を開催！１・２年対象 「出張講座」を開催！

専門学校 美容師 他９講座長崎大 工 他５講座

感想文より抜粋
・原爆の恐ろしさについてはまだまだ知らないことがあり、実際に私たちが被害にあっていな
くとも知らなくてはならない、知らせていかなくてはならないと思いました。映像の中で最も
印象に残った言葉があります。「利用するために落とされた」という言葉です。私はこの言葉
を聞いたとき悔しさを感じました。亡くなった方々のことを思うと心苦しく思います。原爆開
発がマッハステムを念頭にいれた計画的なものだったということに、さらに悔しさを感じます。
私たちは長崎に住んでいるからこそ、この地で起きた事実を伝えなくてはならないし、一生忘
れてはいけないことだと思いました。戦争は人間が犯した罪なので、私たちで絶対に戦争を起
こさないという強い気持ちをもち、過去の過ちを償っていこうと思います。
・アメリカでは原爆投下によって戦争を終わらせることができたと考える肯定派が３割ほどい
るらしい。確かに終戦によって日本とアメリカの両方において、それ以上の被害を避けること
ができたが、原爆によって多くの人が亡くなったことに変わりはないので、これを正義という
ことはできないと思う。どちらが加害国でどちらが被害国かを考えるのではなく、戦争を繰り
返さないためにどうすべきかを考えることが大切だと思う。
・今日の学習をとおして、原爆で亡くなった人々の死因の半数が爆風によるものだったという
ことを初めて知った。日米開戦のきっかけとなったのは日本軍による真珠湾攻撃であったし、
日本もアメリカもどちらも悪いと思っていたけれど、アメリカがどれだけの被害が大きくなる
か計画し、マッハステムを意図的に利用して原爆を開発していたとわかり「アメリカが悪い」
という気持ちが強くなってしまった。自分たちにとって原爆は７７年間の遠い過去の惨劇だと
思ってしまうが、遺族や被爆者にとってはそうではないことだろうと思った。戦争について知
れば知るほど、二度と起こしてはいけないと思うし、自分の知識が偏ってしまうと考え方も変
わってしまうので、アメリカと日本のどちらの事実もきちんと知っていきたい。

２年生の感想より抜粋
・教育学部は「先生になるために行くもの」というイメージがあったが、実際にはたくさん
コースがあり、国語のコースでは文学部のようなことを学べるということがわかった。今回の
「日本語学」「方言学」の内容は非常に興味深く、自分もぜひ大学でこの研究をしてみたいと
思った。
・工学部の講座を受けてみて、大学で学べることには限界があり、それを克服するために自分
でものを考える力が必要であるということ、答えのない問題にどう取り組むのかが重要である
ということがわかった。「苦しい時ほど楽しい夢を見る。」という言葉を忘れずにこれから頑
張っていきたい。
・公務員の仕事が多岐にわたることに驚いた。公務員試験は9月から始まるので、早いうちか
ら対策をしなければいけないと思う。これからの高校生活、気持ちを引き締めて夢実現に向け
て努力していきたい。

平和学習を開催！

１年生の感想より抜粋
・まず、体調管理をしっかりして勉強することが大切だと改めて思った。そのため
に早寝早起きやバランスの良い食事を心がけたい。
・今回の学習会は、普段よりも学習時間が長く、最後まで集中力を保たせることが
難しかった。しかし、限られた時間の中でも目標を決めることで、集中して取り組
むことができた。
・家での学習は、自分の好きな教科しかしないことが多かったが、これからは苦手
な教科もしっかり伸ばしていきたいと思った。

8月23日（火）午前中、１・2年生対象に「出張講座」を開催しました。
講座は、4年制大学６講座、専門学校等10講座が開講されました。生徒は、自分の進路に
関係する講座を選択し、真剣なまなざしで受講していました。

8月9日(火)に平和学習を実施しました。
今年はNHKスペシャル「知られざる衝撃波～長崎原

爆・マッハステムの脅威～」の映像を見て平和について
学習しました。核兵器の脅威について学び、その上で平
和な世界を築くために我々が今できることについて考え
ました。

２年生の感想より抜粋
・今回の学習会で、自分が英語の文法や単語などの基本的なところが身に付いてい
ないことに気付くことができた。「質問カード」を積極的に利用することで、理解
できるところが増えた。今後も積極的に先生に質問に行く習慣を身に付けたい。
・課題をきちんとやる、一回一回の授業に集中する、そういう積み重ねがこれから
の自分の人生を左右すると思う。苦手教科から逃げず、日々真剣に学習に取り組ん
でいきたい。

３年生の感想より抜粋
・閉講式で教頭先生がおっしゃっていた「私も以前質問することが恥ずかしいと
思っていた」という言葉にとても共感しました。私自身も質問に行ったら「なん
でこれが分からないのかな」と思われてしまいそうで、なかなか勇気を出して行
くことができませんでした。だけど行ってみたら、すごくスッキリして行ってよ
かったなっていう気持ちになれました。質問することは全然恥ずかしいことでは
ないんだと気づくことができました。
・物理の力学の分野は今までとは違うどう解けばいい！という解法への糸口や考
え方がこの5日間で大きく変わったのを実感しました。理科を中心に化学にも力を
注ぎましたが「問題を解く」という時間がもっと必要なのだと感じました。勉強
すればするほどわかっていないということが分かってきます。だから焦りも不安
も出てきます。でも、解決する方法は毎日自分の全力をぶつけて、前を向き続け
ることだと分かりました。

9     月

1 木振替休日（9/3）

2 金体育祭練習

3 土体育祭会場設営

4 日
120周年記念体育祭

国家公務員一般職試験日

5 月振替休日（9/4）

6 火生徒会各種委員会（昼休み）

7 水進路希望調査

8 木 L:生徒会各種委員任命式 3年共通テスト出願説明会

9 金

10 土
全学年補習

抗原定性検査（福祉科） 県卓球選手権大会（～11）

11 日

12 月福祉科全学年介護実習（～１４）

13 火

14 水生創3年保育園実習②～④

15 木 L:文化祭ｸﾗｽ討議（1，2年）/学級活動

16 金陸上県新人（～18）

17 土
３年対外ﾏ 看護模試 進学ｾﾞﾐﾅｰﾙ ﾊﾞｽｹ中地区～19  ｿﾌﾄ県新人～18

野球秋季地区予選～25 ｿﾌﾄﾃﾆｽ地区新人～18 ながさき県民大学料理教室

18 日３年対外マ

19 月敬老の日

20 火福祉科民間講師⑤⑥(市社協)

21 水

22 木考査時間割発表 L:薬物乱用防止講話

23 金秋分の日

24 土

25 日ナイター陸上

26 月セーター渡し

27 火福祉科民間講師⑤⑥（長崎リハビリ）

28 水

29 木中間考査１日目

30 金中間考査２日目

夏季校内学習会を全学年実施！

実施期間
１・２年生
７月２７日（水）～ ２９日（金）

３年生
７月３１日（日）～８月４日（木）

ALTが着任しました！

口加高校に２学期より新しい先生が加わりま
した。ALTのジャッキー先生(Jackie Wu)です。
英語の授業を中心に口加高校に関わっていただ
きます。皆さんよろしくお願いします。


