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卒業おめでとうございます。
この1年間、みなさんと一緒に学校生活を送るこ

とができて本当に良かったと感じるところが多く
ありました。例えば、どのクラスよりも元気や明
るさがあって、何事もプラス思考で考えていこう
とするところ。学習や運動が苦手でも、あきらめ
たり投げ出したりせず、地道にコツコツと努力し
ようとするところ。成果や結果がでなくてもそれ
を冷やかさず、温かく見守ったり、励ましている
ところなど、自分に厳しく、他人に優しい面を多
く見ることができました。このような姿勢は高校
卒業後も忘れず、新しい環境の中でも実行して、
誰にでも信頼されるように、常に人間力を磨きま
しょう。みなさんの人生に幸あれ！！

３年１組担任 釜﨑 大輔

卒業おめでとうございます。
君たちと過ごした2年間、本当に楽しくそして温

かい気持ちで過ごした日々でした。
15歳の君たちが、福祉という「誰かのために！」
仕事を選び、学び考えた3年間は、君たちの人生に
おいて本当に貴重な時間となったことでしょう。
働くということは、誰かのために自分の時間をい
かに費やすか。これからも誰かのために、そして
もちろん自分のために君たちの時間を惜しみなく
費やして下さい。これからの君たちが福祉、医療、
教育など多くの場面で活躍する姿を想像する
と・・・私は楽しみでしかありません。次のス
テージでも君たちらしく頑張って下さい。これか
らの人生が幸せ一杯でありますように！

３年４組担任 石田 奈美

卒業おめでとう！いよいよこの日がやってきま
した。75回生の皆さんは入学直前から新型コロナ
ウイルスの影響を受け、様々な制約のある中での
高校生活でしたね。入学直後の一斉休校や日々の
マスク生活で、顔と名前がこんなにも一致しな
かったことはこれまでありませんでした。しかし、
これまでとは違う３年間をともに過ごすことがで
きたので、これほどまで印象に残る学年もありま
せん。「全力で！」「全力で！！」「全力
で！！！」。これらの学級目標を、１つ１つの学
校行事はもちろんのこと、日常生活からやり抜い
てくれたことと信じています。速くてもゆっくり
でもとにかく走り続ければたどり着ける場所があ
ります！これからの人生も「全力で！！！！」過
ごしてください。今後の活躍を期待しています。

３年２組担任 有田 圭吾

3年生のみなさん、いよいよ明日は卒業ですね。
3年間一緒に楽しい日々を過ごさせてもらいました。
ありがとう。様々な制限のある学校生活の中、そ
の時できることに精一杯取り組み、力を伸ばし、
周りに感動を与えてきたみなさんをとても誇らし
く思います。唯一心残りがあるとすれば、ディズ
ニーランドに行けなかったことでしょうか。私の
尊敬するWalt Disney氏は、次のような言葉を残
しています。”If you can dream it, you can do
it.” この言葉には、ただ漠然と夢見るのではなく、
どうやって実現するかも含め、本気で夢見ること
ができるなら、それは実現できるという意味が込
められていると思います。これから自分の目標に
向け、まだまだ挑戦が続くと思いますが、本気で
夢見て、本気で叶えて下さい。卒業おめでとう！

３年３組担任 大窄 紘章

ここまで本当にいろいろなことがありました。１年スタートしてすぐの自宅学習期間、初めての高
総体の中止、無念の涙を流す先輩たちの姿を見ました。その後も行動制限に左右された学校生活でし
た。しかし、その中でもあなたたちはめげなかった。3年間の黙食も、縮小された体育祭も文化祭も
笑顔で乗り切った。自分の思い通りにならない現状を楽しむことができていました。若いってすごい
なぁと思いました。
これからもまだまだ困難はあるのだと思います。でも、それを乗り越える明るさや素直さをあなた

たちは持っています。挑戦する勇気と自信を持って全力で前に進んで行こう！私はいつでも、どこに
いても応援しています。
最後になりましたが、保護者のみなさま方、これまで3年間さまざまな場面で多大なるご協力を賜り、
誠にありがとうございました。この生徒たちとの出会いの場を作っていただいたことに、心から感謝
申し上げます。

第３学年主任 黒田 晃子

卒業おめでとう！ ３年間よく頑張りました
皆さんの今後の活躍に期待しています！

７５回生に“光あれ”
梅の花が可憐に咲き、緑が早春の陽光にみずみずしく輝く季節となりました。本来笹の多い林の中や

藪を好むはずのうぐいすが、あやめ園では木々の間を楽しそうに飛び回り、春の訪れを今か今かと待っ
ています。

3月1日は卒業式。75回生、巣立ちの時です。この1年間、卒業後の進路を決めるため、ひたむきに努
力する生徒たちを見てきました。

昨年8月の公務員試験を皮切りに、就職試験、大学や専門学校の総合型選抜、学校推薦型選抜を受験し、
一足早く春が来た生徒がいる一方で、厳しい現実に涙した生徒もいます。挫折しては立ち上がり、また
挫折・・その先にやっと訪れた春もありました。もちろん、国公立大学後期試験まで挑み続ける生徒も
います。努力は報われるのかと不安でいっぱいだと思います。しかし、不安を払しょくするためには努
力しかなく、その努力の先にこそ自信が芽生えるのです。また、仲間や家族に支えられ、先生方ととも
に歩んだ日々は、これからの人生を切り拓き、荒波に耐え、たくましく生きていくための“光”となり、行
く先を明るく照らしてくれることでしょう。

4月には新一年生が入学してきます。本格的な春は、すぐそこまで来ています。



３月の主な行事

福祉科

日 曜 3     月

1 水 卒業式

2 木 L:学級活動
SC来校 全館トイレ清掃(外部 ～３）

3 金 生創２年助産師講話

4 土

5 日 たらみ放送コンテスト

6 月 学力検査準備 受検生下見

7 火 後期選抜学力検査

8 水 後期選抜学力検査

9 木

10 金

11 土
１・２年土曜補習
国公立大学後期個別学力試験（～13）
諫早市バレーボール協会長杯（＠鎮西学院）

12 日

13 月 新２年個人写真撮影

14 火 新３年個人写真撮影 45分日課

15 水 合格者発表

16 木 L:先輩による受験体験発表会 45分日課

17 金 新２年３年教科書販売 45分日課
SC来校

18 土

19 日 第３回陸上県記録会

20 月 個人写真撮影（予備）

21 火 春分の日

22 水 合格者オリエンテーション（平常授業）

23 木 校内スポーツ大会

24 金 学年教室移動・終業式・離任式
介護福祉士国家試験合格発表

25 土 野球県予選 対佐世保工業 12:00～
（＠スポーツパークいさはや 第１野球場）

26 日 吹奏楽定期演奏会

27 月

28 火

29 水 GL（２年生）海外語学研修代替研修（～31）

30 木

31 金

3年生 第35回介護福祉国家試験
1月29日（日）出島メッセ長崎にて、第35

回介護福祉士国家試験を受験してきました。
当日の朝は少し緊張がありましたが、試験で
は楽しみながら解くことができ、悔いなく終
えることが出来ました。合格発表まで時間が
ありますが、楽しみに待ちたいと思います。
応援してくださった皆さん、勉強を教えてく
ださった先生方、ありがとうございました。

３年４組 溝田ののか

「高校生アントレプレナーシップゼミ」に2年3組福田梨理奈さんが参加しました。
昨年7月から起業家を目指す高校生が集まり、それぞれのチームに分かれてビジネス

プランを考えてきました。多くの起業家の方々に、意見を頂き、自分たちのプランをブ
ラッシュアップさせてきました。何回も自分たちのプランについて見直し、意見を取り
入れていく姿は頼もしく、これからの長崎を担っていく人材であると確信しました。

1月29日(日)に長崎県庁にて最終発表会が行われました。

私たちはYOKATOKO～長崎よかとこ巡り～という長
崎のいいところを沢山巡り、長崎の活性化に繋げるプラ
ンを考えました。収益方法や他の企業との差別化など難
しい点は多くありましたが、スライドや発表の仕方を工
夫し興味を持ってもらえるように心がけ、発表では、株
式会社十八親和銀行賞をとることができました。
このゼミを通して、より起業したいという気持ちが

強くなりました。夢を実現させるためにこれからも頑張
ります。 ２年３組 福田梨理奈

普通科（グローカルコース）

グローカル探究 看板班 阿蘇市のジオパークを訪問
私たち看板班は、島原半島ジオパーク主催の令和4年度研究発表大会で優秀賞をいた

だき、その副賞として1月29日(日)に阿蘇市のジオパークを訪れました。行き先は、大
観峰、阿蘇神社（水基めぐり）、国立阿蘇青年交流の家で、阿蘇ユネスコジオパークの
渡邊さんに案内していただきました。大観峰では氷点下の環境を体感し、極寒の中、雄
大なカルデラに圧倒されました。その後、震災の影響を受けた阿蘇神社でお参りをし、
近くで湧水を観光する水基めぐりを行いながら、景観とグルメを堪能しました。交流の
家では、渡邊さんからカルデラの成り立ちをわかりやすく説明していただきました。
今回の学習旅行で知らなかった阿蘇のことや各場所に設置されている看板など様々な

ことを学ぶことが出来ました。そこで感じた高揚感を次は私たちが看板を通じて多くの
人に伝えられるように今後の活動に取り組みます。

グローカルコース 看板班 ２年３組 下田 月菜

2月7日(火)、2年ぶりに校内マラソン大会を開催しました。今年は生憎の小雨模様の
ため距離を短縮して実施しました。（男子8㎞➡5km・女子5㎞➡4km）
生徒は、1月の体育の授業で練習した成果を発揮し、雨にも負けず走りぬきました。
大会を行うにあたって、3年生35人の有志による運営補助や地域の方々による沿道か

らの応援など、多くの方々のご協力のおかげで無事に大会を終えることができました。
走り終えた後は、PTA母親委員の皆さまから温かい肉まんを提供してもらいました。

雨で冷えた身体が温まり、生徒は大変喜んでいました。ありがとうございました。

普通科（生活創造コース）

1月23日(月)、栄養士の馬場美智代先生
による産業エキスパートセミナーを実施し
ました。乳幼児の食生活をテーマに、成長
に応じた離乳食と幼児食について学習し、
離乳食実習を行いました。
また、管理栄養士と栄養士の進路につい

ても学習しました。

離乳食を初めて作ってみて、
月齢によって食べ物の軟らかさ
や形態を変える必要があること
を知ることができて良かった。
おかゆや野菜も成長に合わせ

て、少しずつ形状を調整してい
くことで、徐々に食べられるよ
うになることを知り凄いと思っ
た。 ２年１組 森 日菜乃

２年生 保育園実習「南島原市の富士山登山」
1月20日(金)、若木保育園に2年生最後の保育園実習に行き

ました。今回は、自分たちで考えた運動遊びを園児と一緒に
行い、その後、3歳児と一緒に標高180ｍの南島原市の富士山
登山をしました。急な上り坂をどんどん登っていく３歳児の
脚力に驚きながら山頂を目指しました。山頂には富士山神社
があり、絶景が広がっていて、皆、清々しい気持ちに包まれ
ました。

前回の実習では、人見知り
をしていた園児に、「高校生
のお姉ちゃん」と呼んでもら
えて嬉しかったです。富士山
登山では、3歳児が、とても
元気にぐんぐん登っていて、
その体力に驚きました。３年
生での実習も楽しみです。

２年１組 山口ほなみ

２年生 産業エキスパートセミナー「乳幼児の食生活」

令和４年度「高校生アントレプレナーシップゼミ」 最終発表会
２年３組 福田梨理奈さん 優秀賞(株式会社十八親和銀行賞)受賞！

皆さんお疲れさまでした！
来年の口加生の激走にもご期待ください！

う
ま
い
！

2月21日（火）学年末考査終了後、有志の
生徒21名が県立島原特別支援学校南串山分教
室を訪問し、小学部の生徒との交流を行いま
した。

2月21日(火)に特別支援学校との交流会で
小学部の生徒とレクリエーションを行いまし
た。最初は緊張しましたが、ボールキャッチ
ゲームでみんな盛り上がってとても楽しかっ
たです。また、支援学校の先生方が生徒の気
持ちを尊重し、生徒の話をよく聞きながら接
していた事もとても印象的でした。
特別支援学校の生徒と交流する機会はあま

りなかったので、とても貴重な経験となりま
した。またこのような機会があったら参加し
たいと思います。 １年４組 中溝 麗音

様々な事に積極的に取り組み
多くの経験をできると良いですね！
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