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令和４年度口加高校キャッチフレーズ

私たちの班の探究テーマである「地域活性」に関わりのある発表が多くあ
り、とても勉強になりました。特に１年生の「シティープロモーション班」
の発表は、南島原市にゆかりのあるアニメの聖地巡礼マップがつくられてお
り、私たちが地域活性のために発信している“安永安次”もこのマップに掲載
してもらえるようなキャラクターにしていきたいと思いました。自分たち以
外の班の発表を聞いて自分に足りない部分など理解することができ、良い経
験となりました。 （２年３組 林田 芽依）

この１年間は今回の探究発表会以外にも発
表する機会が多く、たくさんの経験をするこ
とができました。特に、人前で話したり、発
表するということを通して自分を成長させる
ことができたと感じました。今回の発表にあ
たって、客観的な視点を持って、自分たちの
発表資料を何度も変更し、とても大変な作業
でした。しかし、作り終えたスライドを見る
と、やりがいや達成感を感じました。探究の
時間はもう残り少なくなりましたが、自分た
ちの活動を責任もって終わらせたいです。

（２年３組 松尾 萌生）

今回の探究では１年次よりもより深
く考え、行動できたと思います。しか
し、今回の探究学習が本当に誰かのた
めになるのかどうか分からないと感じ
ました。これからは、これまでに探究
の授業で学んできたことを誰かのため
になるような探究を進めていきたいと
思います。特に、SDGsという面にも
目を向けて、私たちにできることは何
があるのか考えていきたいと思います。

（２年２組 太田 百香）

今年度の探究発表会は多くの方々に来ていただい
ていたため、少し緊張しましたが、福祉科の一員と
して、多くの人に認知症に関する知識と理解を深め
てもらえるように、ドラマを制作しました。発表で
は、発表資料をより見やすく、ポップな印象にし、
何を伝えたいのか自ら考えながら伝えることができ
て良かったと思います。（２年４組 円口 絢菜）

他の班の発表を聞いて、自分たちの発表
は独自性がなく、発想が平凡だと思った。
新しいものをつくり出す、生み出すことが
大切だと。結果から気づいたことをはっき
りさせ、分析してあり、とても積極的で結
論に根拠があると感じた。データ分析は大
切で、データから初めてわかることや傾向
が必ず存在するので、今後の探究活動では
アンケートの結果のデータからどんなこと
が読み取れるのかなどを観察していきなが
ら探究活動をやっていきたい。

（１年１組 松山 桃子）

緊張していたがしっかり発表することがで
きた。説明の中でグラフを用いたりすること
で、見ている人にとって減少傾向の部分がよ
り分かりやすかったのではないかと思った。
また、グローカルコースの偏見の部分はアン
ケートを取ったらもっとよかったのではない
かと思った。次にプレゼンテーションの機会
があれば、中学生へのアンケートなども入れ
ることができればよりよい探究になるのでは
ないかと思った。（１年３組 田口 慶達）

「探究活動は地域を救う」

実際にバスケットボールの大会を開催することが出来ず悔
しかったが、今回の探究学習で多くのことを体験出来て良
かった。特に、ポスターを制作する際には、美術の授業で
使ったアプリを活用して、字の大きさや色、フォントなどに
意識して、わかりやすく、多くの人の興味を引くポスターは
どのようなものか考えることができた。今回の探究学習を通
して、何かイベントを開催するためには多くのことに気を配
る必要があり、難しいと感じた。次にこのようなことがあっ
たときは、もっと計画的に準備を進めたい。

（２年１組 綾部 将人）

令和5年1月24日（火）、口加高校多目的教室にて、「第5回 総合探究学習発表会」を実
施しました。降雪により天候の悪い中ではありましたが、外部からも多くの方々にお越しい
ただき、緊張感のある中でこれまで学習してきた内容の集大成を発表することができました。
今年度も多くの方々に支えられ、実りある探究学習を実施することができました。

ご協力いただいた皆様、誠にありがとうございました。

グローカルコース

南島原市の魅力を発信しよう
定住促進班

バスケを通して地域活性化

SOSを発信しやすい町へ ～身近な危険から子どもたちを守る～

グッジョブ廃野菜 ビジネス班 福祉ドラマ班

グローカルイメージアップ大作戦
広報班 今年度の探究学習を通して、

「第11回 島原半島ユネスコ世界ジオパーク高校生研究発表大会」に
おいて看板班が優秀賞、ビジネス班が審査員特別賞を受賞、
「第3回 長崎県嚥下食デザートコンテスト」で嚥下食デザート班が
準グランプリを受賞するなど、数々の成果を上げることができました。
また、今年度より普通コースの１年生が新しく取り組み始めた

「ふるさと教育」においても多くの学びを得ることができました。
今回の発表大会を通して、「ふるさと教育」を受講していない２年生
も１年生の発表から多くの刺激を受けたようです。

今後の口加高校探究学習の“相乗口加”にご期待ください。

「大学入学共通テスト」本番に向けて1月12日(木)7校時に
出陣式を行いました。校長先生はじめ、担任団激励のあと、
生徒を代表して3年3組山本慧さんが決意表明を行いました。
翌13日（金）午後、受験生たちは、先生方や後輩たちから

“熱いエール”を受けながら出発しました。

介護福祉士国家試験
出陣式・お見送り

堂々たる足取りで出発しました！
最後まで頑張れ75回生！！

現在も多くの3年生が進路実現
に向け、日々努力しています。
最後までご協力お願いします。

◀生徒代表 決意表明 山本慧さん 生徒代表 決意表明 菅 心さん▶

1月27日(金)第35回介護福祉士国家試験に向けての
出陣式が行われました。校長先生を始め福祉科の先生
方、在校生から激励の言葉をいただきました。受験生
を代表して菅 心さんが「これまで応援してくださっ
た方々に笑顔で良い報告ができるよう、8人全員合格
を目指して頑張ってきます。」と決意表明を行いまし
た。これまでの学習の成果を十分に発揮し、全員が合
格することを祈念しています。

令和5年がスタートして早いもので1か月が経とうとしています。始業式では目標達成のためのポイントを生徒に
紹介しました。

①なりたい自分を想像する ②具体的に数字や手段を決める
③毎日、毎週など生活に組み込む ④張り紙や手帳を利用して「見える化」する
⑤できている自分をほめる（これが一番大事！）

目標達成に向けて日々努力を重ねてくれることを期待しています。
さて、1月24日には吹雪の中5回目となる「総合探究学習発表会」を実施しました。1,2年生は38の探究テーマ

に分かれて全員探究活動に取り組んでいます。ふるさと愛に溢れたもの、地域活性化を目指すもの、知的好奇心に
満ちたもの、環境や高齢化など地域の持つ課題の解決を目指すものなどがあり、生徒たちは口加高校生の意識の高
さと発想の豊かさを十分に発揮し、溌溂とした態度で見事な発表をしてくれました。当日は南島原市役所、南島原
市教育委員会、近隣の小中学校、長崎県教育委員会など25名の方々が来校され、お褒めの言葉をいただくとともに、
口加高校の取組への熱い期待を感じました。

これからも口加の探究活動から目が離せません。



２月の主な行事部活動 主な成績

「ＰＴＡ第2回常任委員会」を開催

日 曜 2     月
1 水 前期選抜検査

福祉科施設実習補充日
2 木 前期選抜検査

福祉科施設実習補充日
3 金 特別編成授業Ⅱ開始

4 土 ２年対外実力（マ）３年補習 ２年就職公模試④
県新人駅伝 吹奏楽祭（～5）

5 日 ２年対外実力（マ）

6 月

7 火 マラソン大会

8 水 ３年登校日①
合格者発表

9 木 L：学級活動
考査時間割発表

10 金 マラソン大会予備日
漢検

11 土 建国記念の日
３年補習

12 日

13 月

14 火

15 水 ３年登校日②

16 木 １年２年学年末考査

17 金 学年末考査２日目

18 土 学校開放

19 日 U19全日本競歩（神戸）
英検２次③

20 月 学年末考査３日目

21 火 学年末考査最終日 学年集会
南串山特支教室訪問

22 水 ３年登校日③

23 木 天皇誕生日

24 金 45分日課①～⑥ 考査返却時間割

25 土 国公立前期（～26） 学校開放
生創２年図書館お話会ボランティア

26 日

27 月 ３年登校日④

28 火 卒業式予行 同窓会入会式

3/
1

水 祝 第75回卒業証書授与式

普通科（生活創造コース）

3月24日から愛知県で開催される
全国大会に出場することになりまし
た。
全国大会では、ベスト16を目標に

して頑張ってきます。そのために
日々の練習を一生懸命に取り組み、
長崎県代表としてふさわしいプレイ
ができるようにベストを尽くしてき
ます。応援よろしくお願いします。

（２年４組 森川 颯太）

12月26日(月)全国大会に出場する選手を男女それぞれ1名選出する
全国高等学校選抜卓球大会長崎県予選会において、2年4組森川颯太さん
が見事優勝し、第50回記念全国高等学校選抜卓球大会(愛知県開催)への
出場を決めました。全国大会は3月24日に開催されます。
皆さま、応援よろしくお願いします。

卓球部

第28回全国高校生クリエイティブコンテスト学校賞を受賞して
全国の高等学校の中から3校選出される学校賞を受賞しました。このコンテストは、毎年技術的にもハイ

レベルな作品が多く、特に創造性・デザイン性・完成度が求められるコンテストです。
口加高校は、ドレスと120周年記念タペストリーを応募しました。個人の受賞とはなりませんでしたが、

私たちの作品全部を評価して貰えてとても嬉しいです。時々心が折れそうになりながらも仲間と支えあっ
て完成させただけにみんなで喜び合いました。

また、口加高校創立120周年記念タペストリーには、生活創造コースや家庭クラブ員1人1人の口加高校
に対する思いがたくさん詰まっています。口加高校の皆で協力し作り上げたからこそ、このような素晴ら
しい賞を受賞することができたと思います。(３年１組 三縄 梨々)

祝 クリエイティブコンテスト学校賞受賞！

祝 森川颯太さん 全国大会出場決定！

吹奏楽部

クリスマスミニコンサート・長崎県アンサンブルコンテスト
2学期終業式後、野外での「クリスマスミニコンサート」を実施しました。当

日はこの冬最強の寒波が襲来し、気温2度の暴風雪の中での演奏となりました。
あまりの寒さに手はかじかみ唇の感覚もなくなり、おまけに風で飛ばされ楽譜が
空高く舞い上がっていく場面もありましたが、今回の目標であった「音楽で季節
を味わっていただく」ことはできたと思います。また、12月25日（日）に諫早
市で行われた長崎県アンサンブルコンテストに選抜メンバー8人で出場してきま
した。今回は敢えて高校から楽器を始めた経験の浅いメンバーを中心とした力試
しの大会でしたが、何とか銀賞を受賞できました。これを自信に変えて夏のコン
クール金賞を目指します！

寒さに負けず一生懸命盛り上げてくれました！

1月12日（木）19:00～、会議室にて「第2回常任委員会」を開催しました。
会次第等は下記の通りでした。
会次第
（１） 開 会
（２） ＰＴＡ会長あいさつ
（３） 校長あいさつ
（４） 議 題

１）各種委員会から活動報告
①健全育成委員会(松尾さん)
②進路対策委員会(氏原さん)
③調査広報委員会(松永さん)
④母親委員会 (福田さん)

２）その他
①マラソン大会炊き出し
②卒業式コサージュ作り

いつもご協力いただき
ありがとうございます！

1年生「消費者支援授業」

1月13日②③校時、家庭基礎の「消費者支援授業」が行わ
れました。講師は長崎県消費生活センターの鹿島純一先生
です。平和で豊かな国“日本”の現状を見つめ、日常生活の諸
課題について改善するきっかけとなる学びとなりました。

今日の講話では、私たちがいつも使っているものは、たくさんの人が苦しい思いをしながら作り上げて
いるものだということが印象に残りました。私たちがいつも通っている学校に行けず、私たちよりも幼い
子が、厳しい労働をさせられ、病気で亡くなっているという現状を聞いて、買う物を考えたり、無駄な物
は買わないようにするだけではなく、フェアトレードなど、苦労している子どもたちを支援している団体
の商品を買ったりしていきたいと思いました。 （１年２組 石橋 咲希）

今後のお知らせ

私はＱＦＣ-ＳＰという九州大学が行っている研究プロジェクトに参加しており、先日、次の研究ステー
ジへ進むための面接を受けてきました。面接では、九州大学の教授と実際にどのような研究をして、どの
ように計画するのか、目標は何かなどを教授と一対一で話しました。私は「みかんの種類を画像認識でAI
に識別させる」研究を提案しました。みかんには色々な種類がありそれ
を人間が見分けることはできません。そこで画像認識を活用して、みか
んの種類を見分け、長崎の特産品であるみかんを使って地域貢献できる
と思い、この研究を提案しました。感想としては、面接というよりは、
話し合いのような感じでリラックスしてとても楽しく話すことができま
した。また教授と話しあってみて、問題点や改善方法などを考えること
ができました。無事、面接に合格し、２年生の３月まで研究を続けるこ
とになりました。しっかりと成果を出せるように頑張りたいと思います。

（1年3組 甲斐田哲之佐）

普通科（グローカルコース）

祝 QFC-SP受講生 甲斐田哲之佐さん 二次面接突破！
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