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「スランプ脱出のカギ」

９月４日、３年ぶりの１日開催となった体育祭。計画段階から見事なリーダーシップを発揮した３

年生の熱い思いが１、２年生へとしっかりと受け継がれました。最後の１２０周年記念サークルでは

会場が大きな感動に包まれ、口加高校の伝統と新たな船出を感じさせる素晴らしい体育祭となりまし

た。会場に足を運んでいただいた保護者の皆様、ありがとうございました。

また、体育祭と同日の９月４日、国家公務員の試験を皮切りに、３年生は受験シーズンに突入しま

した。受験を控えている生徒の中には、模試の結果等に苦しんでいる人もいることでしょう。でも勝

負はこれから、まだ時間は残されています。１０月８日に１２０周年記念講演をしていただく葛西紀

明さんの言葉を送ります。

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）

「スランプ脱出のカギは、柔軟な思考で、自ら変化しようと努めること。

そして、自分を信じて、目の前のことに愚直に取り組むこと。」

甲斐田君(1-3)がQFC-SPの受講生に選ばれました！
グローカルコース1年の甲斐田哲之佐君が、このたび「九州大学未来創成科学者育成プロジェクト

（QFC-SP)の選抜審査に通り、プライマリー受講生に選ばれました。これから6ヶ月、「デザインメディ
ア」に関する知識・技能を習得していきます。

普通科（グローカルコース）

120周年記念『菖蒲祭』＆ 第2回オープンスクール
テーマ：光あれ ～紡ぐ伝統 輝く未来～

会場：口加高校体育館・各教室等

ポスター制作
1－３渡部 凪沙さん

ポスター制作
1－1馬場 明美さん

10/30
（日）

開催!!

介護の魅力伝道師講話
今回私たち福祉科2年生は介護の魅力伝道師として介護の魅力を伝え

るため有明中学校を訪問しました。

内容は、私たちが授業で学んだ福祉の楽しさや学びの発表、そして
福祉を楽しく身近に感じてもらうためのクイズ大会を行いました。準
備の段階では、どうやれば中学生の皆さんに楽しんでもらえるか、分
からないことが多く大変でしたが、それぞれの個性を生かしながら発
表を作り上げることができました。

緊張もありましたが中学生の皆さんが一生懸命に聞いてくれて楽し
く魅力を伝えられました。

今回の講話を機に少しでも福祉や介護に興味を持ってもらえたら嬉
しいです。またこのような機会があれば挑戦してみたいです。

２年４組 広瀬 未来

福祉科

私は現在九州大学が主催しているQFC-SPというものに参加し勉強しています。コースが４つあり、私は
デザインとメディアコースを受講しています。学んだことの中で印象に残っていることが２つあります。
１つ目はデザインにもいろいろな種類があることです。例えば物のデザイン、音のデザイン、社会のデザイ

ン、生物のデザインです。例えば、物のデザインではどの年代に合わせて、どのような形状のものを作るか、
音のデザインでは騒音のような主観的なものを客観的にどう分析するのかなどを考えます。私は今までデザイ
ンと聞くと美術という風に決めつけていましたが、この決めつけを取り払うことができたのでとても良かった
です。
２つ目は人工知能がデザインをすることができることです。私は現在人工知能を使ったアプリを開発しよう

としています。私が知っていた人工知能は画像の中から物を認識し、それが何かを判別する物です。しかし、
講座を受講して人工知能が言葉から画像を生成することができると知りました。例えば馬に乗る宇宙飛行士と
入力すると、宇宙飛行士が馬に乗っている画像が出力されてきます。逆もできるのはすごいなと思いました。
これからはQFC-SPで学んだことを生かしてアプリ開発を頑張りたいです。 １年３組 甲斐田哲之佐

ワンハンドフードコンテスト
９月２３日西九州新幹線が開業しました。水辺の森公園では９月

２４日、表彰式がありました。応募総数１１６点、本校から１２作
品を応募し、その中から３名が見事入賞しました。おめでとうござ
います！
3-1松田侑希「角煮パイ」優秀賞
3-1三縄梨々「じゃがぽん」入賞
2-1植木七星「ちゃんぽん春巻き」入賞

9月22日（木）に薬物乱用防止教室
を開催しました。今年度は講師に島原
警察署スクールサポーターの福田様を
お招きし、密を回避するため1年1組の
生徒を対象に講話をしていただき、他
クラスはリモート視聴しました。薬物
乱用の恐ろしさや心身の健康や家族に
与える影響について理解を深めました。

薬物乱用防止教室を開催！



1 土

2 日

3 月中間考査３日目

4 火
中間考査最終日

学年集会

5 水振替休日（１０/８）

6 木
生創３年保育実習
共通テスト１００日前集会

7 金
式典設営
英検１次

8 土創立１２０周年記念式典

9 日３年対外模試

10 月
スポーツの日

３年対外模試

11 火３年介護実習（～２０日）

12 水
高校生活アンケート
２年就職・公務員模試

13 木Ｌ：ボキャブラリーコンテスト

14 金陸上九州新人大会（～１６）

15 土
卓球地区新人（～１６） バレー地区新人（～１８）
全国高校生介護福祉コンテスト（～１６）

16 日放送九州コン地区大会

17 月

18 火

19 水４５分日課

20 木文化祭前４５分日課（～２９）

21 金

22 土
大学別オープン
ソフトテニス新人（～２４）

23 日
大学別オープン
島原ジュニア陸上競技大会

24 月

25 火

26 水

27 木

28 金
振替休日（１０月２９日）
家庭科技術検定筆記試験２・３級 ３年対外模試（マ）

29 土
菖蒲祭設営 駅伝壮行式
ソフト全国選抜県予選 バスケ全国選抜県予選

30 日菖蒲祭

31 月
振替休日（１０月３０日）
３年対外模試

１０月の主な行事
120周年記念体育祭を終えて各団団長より

新ALTジャッキー先生のコラム

■青団団長 末𠮷 美夢（3－3）
先生方やPTA・保護者の方々、コロナ禍で多く

の制限をしなければならない中で、体育祭を開催
していただきありがとうございました。私たちに
とって初めての1日開催で知らないことが多く、

人前に立って練習を進めていくのは難しかった
です。しかし、体育祭当日に行進・競技・応援それ
ぞれで全員が練習の成果を十分に発揮できてい
るのをみて、達成感を感じることができました。
貴重な経験をさせていただきありがとうござい
ました。

■黄団団長 松尾 奏汰（3－4）
今年は120周年記念体育祭ということで、黄団

が体育祭を盛り上げていけるように頑張りました。
黄団の結果は良くありませんでしたが、少ない練
習時間の中で、本番は黄団らしく楽しい演技がで
きました。そして、黄団のみんなで今年の体育祭
を盛り上げることができたと思います。そして、何
より、黄団の皆が体育祭を楽しんでくれていたの
で良かったです。

■赤団団長 永池 琉晟（3－1）

赤団は、力強い行進、全力で戦った競技、笑顔あ
ふれる応援合戦で、赤団らしく、120周年記念体育

祭を盛り上げることができたと思います。体育祭
が終わった後に、「楽しかった」「赤団で良かった」
等という言葉をもらい団長として達成感を感じま
した。今回の体育祭を成功することができたのは、
前から準備をしてくださった先生方、熱い声援を
送ってくださった保護者の方々のおかげだと思い
ます。とても熱い体育祭にすることができたと思
います。

後期学級役員任命式

『各委員長の抱負』

〇中央委員長 ２年１組 塚田 孔陽
委員長の自覚と責任をもち、手本となる行動をする。
〇文化・ボランティア委員長 ２年１組 植木 七星

120周年記念文化祭を歴史に残るような文化祭に
する。
〇風紀・美化委員長 ２年２組 円口 桜姫
自転車の鍵かけチェツクと海岸清掃を頑張る。
〇保健委員長 ２年３組 竹市 幸平
新型コロナウイルス対策をしっかり取り組む。
〇体育委員長 ２年２組 松尾 悠真
マラソン大会を成功させる。
〇図書委員長 ２年４組 広瀬 未来
みんなが本を読みたいと思えるような環境をつくる。

Jackie Wu

So far, it has been quite interesting to see 
the differences between the Japanese and 
American styles of teaching. The fact that 
students are responsible for the upkeep of 
the school facilities is a novel concept to 
me. Also, it seems that students stay at 
school for quite a long time because of 
clubs. Between the sports festival and the 
upcoming cultural festival, I feel that there 
is a more collective effort on display in the 
Japanese education system. One thing I 
want the students to do is try and answers 
questions even if they might be wrong. 
There is no such thing as a stupid question, 
only an unasked question. The only way is 
to learn by making mistakes, and the 
classroom is the best place to do so 
without fear. So please, try your hardest to 
speak English.

日本とアメリカの教育スタイルの違いは実に面白いです。
生徒が学校施設の掃除に責任を持つのは、私にとって

新しい考えです。また、生徒は部活動のために長時間、
学校にいます。さらに、体育祭や来月の文化祭など、

日本の教育システムでは、アメリカに比べ協力した取組
が見られます。

皆さんには、間違ってもいいので質問をしてほしいです。
愚かな質問というものはありません。尋ねないままにしな
いでください。間違うことが学ぶ唯一の方法です。教室は
怖がらずにそうする最善の場所です。英語を話すことに
精一杯挑戦してください。


