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「実りの秋」

季節外れの暑さが続いていますが、朝晩はめっきり秋らしくなってきました。最近は、朝、口

之津港からの朝日を背中に受けながら登校し、加津佐の海に沈む夕日を背中に浴びて下校してい

ます。日の出、日の入りがともに海という地理的特徴に面白さを感じつつ、朝も帰りも力強く太

陽に背中を押されているようで、毎日元気をもらっています。

さて、１０月８日、１２０周年記念式典及び講演会を無事に開催することができました。新型

コロナの影響で体育館への入場に制限があり、口加高校がお世話になってきた方々を十分に招待

できず申し訳ない気持ちもありましたが、新聞やテレビで報道され、多くの皆様から応援と励ま

しの温かいお言葉を頂戴しました。同窓生や地域の皆様が、口加高校の１２０周年をともに祝い

生徒たちの活躍を我が子の活躍のように喜んでくださっている、その愛情が本当にありがたく、

うれしく思いました。この口加だより１０月号が発行される頃には、１２０周年記念菖蒲祭（あ

やめさい）も終わっています。本校では文化祭を菖蒲祭と呼んでいます。それは、昭和の初め

「あやめが浦」と呼ばれていた口之津港を望む、この丘を「あやめが丘」と命名したことに由来

します。あやめの花言葉は「信じる者の幸福」「良い便り」「希望」だそうです。

朝日や夕日のように、「希望」をもって温かく背中を押し応援してくれる皆様に感謝しながら、

「実りの秋」の言葉通り充実した生活を送ってまいりましょう。

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）

2022年度ジオパーク再認定審査の一環として、
審査員２名が口加高校へ来校されました。グローカ
ルコースの生徒は現在グローカル探究で行っている
活動について英語で発表をしました。
食・健康班の発表した「身体に優しい新・具雑

煮」について興味を持っていただき、質問を受けま
した。「とても良い取り組みなので頑張ってくださ
い。」と全員に励ましの言葉を頂きました。緊張の
連続でしたが、練習した成果を十分に出すことがで
き、充実した1日となりました。

普通科（グローカルコース）

部活動各種大会結果

福祉科

長崎県家庭クラブ研究発表大会に参加して
10月11日（火）、長崎県家庭クラブ連盟研究発表大会に参加してきました。
3校の家庭クラブ活動の発表を聞いたのですが、どの高校も身近な問題を発見
して、解決するために試行錯誤しながら研究されていました。中でも、印象
深かったのは、会食恐怖症の友達のために、恐怖を克服する方法を見出し実
践した発表でした。研究の成果として、会食恐怖症の友達も他の生徒と一緒
に修学旅行で食事を楽しむことができていて本当に素晴らしい発表だと感じ
ました。その他、ＳＤＧＳをテーマにした発表は、私たちが行っている探究
活動に似ていて、参考にして頑張っていきたいと思います。

10月6日（木）7校時目に共通テスト100日前集会が行われました。
馬木校長先生や担任の先生からの激励のメッセージの後、1・2年生から
の趣向を凝らした心温まるビデオメッセージを見て、参加者は感動とと
もに、共通テスト本番に向けて改めて気を引き締めていました。最後は
生徒を代表して3組松永彩乃さんが決意表明を行い、「一人一人が集団
の力を信じて目標を達成しましょう。」と力強く語りました。これから
の一日一日を大切にして、顔晴れ！75回生！

共通テスト100日前集会

介護福祉士国家試験100日前集会
10月21日（金）介護福祉士国家試験100日前集会を行いました。

校長先生をはじめ福祉科教員、1・2年生の福祉科生徒より、心強い応援の
言葉をいただきました。３年生代表の溝田ののかさんは「今からの100日
は苦しい毎日になると思うが、多くの方に応援されていることを忘れずに、
8人で励ましあいながら、全員が合格できるように頑張ります」と決意を
新たにしました。これからも応援よろしくお願いします。

学校説明会in愛野中学校
10月18日（火）愛野中学校3年生64名に向けて、口加高校の学校説

明会を行いました。今回の福祉科の説明では、福祉科２年生の生徒自
らで行いました。内容は、福祉の魅力についての説明に始まり、福祉
に関するクイズや移動介助の実技の紹介等を行いました。
中学生の皆さんも楽しく参加してくれ、とても嬉しかったです。これ
からも福祉についての魅力をたくさんの人に伝えていきたいです。

（２年４組 金澤杏菜）

■陸上」競技 『令和４年度長崎県高等学校新人体育大会』
[男子]（上位３位まで九州大会出場）
４００ｍ ４位 中野颯太
８００ｍ ３位 伯川聖宗 →九州大会出場
４００ｍハードル １位 中野 颯太 →九州大会出場
５０００ｍ競歩 ２位 立花春樹 ３位 松尾悠真

→２名九州大会出場
棒高跳 ４位 小玉琉心
円盤投 ２位 竹下真裕 →九州大会出場

５位 池崎秀太
ハンマー投 １位 竹市幸平 →九州大会出場

７位 内田和希
やり投 ４位 田口慶達 ８位 池崎 秀太

[女子]（上位３位まで九州大会出場）
４００ｍ ４位 渡部歩実 ６位 渡部 凪沙
８００ｍ ４位 渡部歩実
１５００ｍ ８位 江嶌夕葵
４００ｍハードル ３位 渡部凪沙 →九州大会出場
棒高跳 ２位 松尾しずく →九州大会出場
円盤投 ５位 中屋華望
やり投 ４位 中屋華望
ハンマー投 ８位 小玉杏菜

■卓球 『令和４年度全日本卓球選手権大会長崎県予選会』
[男子シングルス]
藤原 ベスト16
森川 4回戦敗退
塚田、井上、中田 3回戦敗退
小山 2回戦敗退
宇野 1回戦敗退

[男子ダブルス]
①森川・藤原 ベスト16
②塚田・中田 、 井上・宇野 2回戦敗退

[女子シングルス]
最上 3回戦敗退
側島 2回戦敗退
円口、八木理、白石、八木環、山下、山本 1回戦敗退

[女子ダブルス]
最上・八木理、 側島・八木環、 円口・白石、山下・山本 1回戦敗退

■野球 『九州地区高等学校野球長崎県大会』
５校連合（口加・国見・島原翔南・諫早東・諫早商） ２－９ 壱岐

■ソフトボール 『令和４年度長崎県高等学校新人体育大会』
口加 ７－０ 大村・大村城南 口加 ２－９ 向陽

■バスケットボール男子 ■バスケットボール女子
中地区リーグ戦 中地区リーグ戦
負 50－96 創成館 負 7－94 島原中央
負 34－53 西陵

→男子総合3位！

■ソフトテニス 『中地区高等学校新人体育大会』 個人戦
永吉・寺田 2回戦勝 4－3 大村工業

3回戦負 2－4 長崎日大

土橋・松田 1回戦負 1－4 西陵
川口・竹下 2回戦負 2－4 大村工業

→県大会出場！



11月の主な行事

創立120周年記念式典

１０月８日（土）口加高校体育館で、長崎県立口加高等学校創立120周

年記念式典を挙行いたしました。放送部の生徒が司会を務め、校長式辞に

続き、実行委員長林田新一様のご挨拶、生徒会長松尾しずくさんの挨拶を

受け、厳かに行われました。その後、スキージャンプ界のレジェンド葛西

紀明氏の講演「夢は、努力でかなえる。」が行われました。葛西氏のこれ

までの歩み、挫折からの復活、レジェンドと呼ばれるようになった現在に

ついて、持参されたオリンピックのメダルを会場全員に見せながら話をさ

れ、終わった時には大きな拍手が巻き起こりました。講演が終わった後に

葛西氏と生徒たちとの記念写真を撮りました。

校長式辞
馬木みどり校長

実行委員長
林田 新一様

生徒会長
松尾しずくさん

120周年記念講演

120周年記念式典

1 火

2 水
県高校駅伝競走大会（応援日課）

3 木
文化の日

4 金

5 土
１・２年対外実力テスト 3年大学別オープン

２年就職公務員模試②

6 日
２年対外実力（記） 英検２次② 卓球県新人

家技検洋２級・和1級（再）

7 月

8 火
海岸清掃

9 水
スクールカウンセラー来校

10 木

11 金
生創２年保育園実習(①～④)

家庭科技術検定筆記試験１級

12 土
３年対外模試（マ） 介護福祉士模試

放送県大会

13 日
３年対外模試（マ） 九州放送コンテスト（アルカス佐世保）

島原半島ユネスコ世界ジオパーク高校生研究発表会

14 月

15 火

16 水
開校記念日(120周年)

FMひまわり（福祉科）

17 木
４５分日課 L：学級活動/２年主権者学習

考査時間割発表

18 金

19 土
春高予選バレー（～21）

バスケ中地区予選（～20）

20 日
卓球県新人

21 月

22 火
介護ロボット体験（福祉科1・2年 ＠島原市）

23 水
勤労感謝の日

24 木
2学期末考査(1年2年)、学年末考査(3年)

25 金
考査２日目

26 土
島Ｐ連秋季研修会

福祉体験成果発表会(鎮西学院大学）

27 日

28 月
考査３日目

29 火
考査最終日

学年集会等 自動車学校入校希望者集会

30 水


