
 

 

 

 

 

発行日：平成３０年１０月２日 

 「災害」と称された猛暑もすっかり遠のき、虫の音とともに涼やかな秋の風を感じ

る頃となりました。中学３年生の皆さんは高校入試まで５か月余りとなり、卒業後の

進路を考えながら受検に向けた準備をしていることでしょう。人生の岐路です。じっ 

くり考えて、決断してください。口加高校は、皆さんがそれぞれに描いている夢や目

標を達成できるよう万全の態勢を整え、皆さんを待っています。                                                

口加高等学校 校長 狩野 博臣 

 

 「変化に対応できるもののみが生き残る。」これは進化論を唱えたダーウィンのこ

とばです。時代の流れとともに社会が求める人材も変化しています。高等学校もまた

時代の変革に合わせ、常に進化し続けなければなりません。今、口加高校は生徒たち

の期待と時代のニーズに応えるべく学校改革を行っています。来年度からの改革は主

に次の４点です。 

改革１ 県内公立高校初となる「福祉科」を設置する。２学科３コース体制の中で少人 

数クラスを編制し、生徒一人一人へ目が行き届いた手厚い指導を行う。  

改革２ グローカルコースを特別進学コースと位置付け、新しい大学入試に対応すると 

ともに、時代が求める資質・能力の育成を図る。 

改革３ ２学科３コースの特長を出すことで、大学・専門学校・公務員や企業等の就職 

など多様な進路希望に対応できるよう、授業時数を週３時間増加し授業の充実 

を図る。それに伴い早朝補習を廃止する。  

改革４ ２７年ぶりに制服を一新する。 

 

 今回は、改革１と改革３についてお知らせします。 

 

改革１ 

１ 多様な進路志望に応える学科・コース（２学科・３コース）の設置 

○普通科 ９４名    グローカルコース＜特進コース＞（１～３年次） ４０名 

             普通コース（１年次） ５４名 

                ＊２年次から「普通」「生活創造」コースのいずれかを選択 

                 普 通 コ ー ス（２・３年次） 

                 生活創造コース （２・３年次）    

 ○福祉科 ２６名 ＊「介護福祉士」国家資格取得可 

長崎県立口加高等学校 

〠859-2502 

長崎県南島原市口之津町甲 3272 番地 

ＴＥＬ（0957）86－2180 

ＦＡＸ（0957）86－2307 

（口加高校 HP） ～行こうか！ 口加！ 口加リニューアル宣言～ 



２ 口加高校だからこそできる 一人一人へ目が行き届いた手厚い指導 

 ※定員どおり１２０名が入学した場合のクラス編制（イメージ） 

  ＜１年次＞ 

福祉科 普通科 

１組 
２組 ３組 ４組 

普通コース 普通コース グローカルコース 

２６名 ２７名 ２７名 ４０名   

  〇「普通コース」は、２年次から「普通コース（文系）」「普通コース（理系）」「生活創造コ 

ース」のいずれかを選択します。「普通コース」も４年制国公立大学や私立大学の受験に対 

応する教育課程（カリキュラム）を編成しています。 

〇「グローカルコース」は、２年次から数学や理科などの一部教科において文系と理系に分 

かれて授業を実施します。 

  〇「福祉科」は、文・理系には分かれず、全員同一の教育課程を実施します。 

 

改革３  

１ 授業時数の増加（早朝補習の廃止）の背景など 

時代の流れとともに社会のニーズが変化し、学校も生徒たちにこれからの時 

代を生きるための資質や能力等を育成することが求められています。授業につ 

いては「何を教えるか」だけではなく、「どのように学ぶのか」、またその成果 

として「何ができるようになったのか」ということも重視され、本校でも授業 

の改善を進めています。また、大学への進学を希望するならば、現行の「大学 

入試センター試験」に代わる「大学入学共通テスト」を受験することになり、 

より将来求められる資質や能力が問われる大学入試問題へと変わります。 

    以上のことから、学力向上を図る最も基本である授業の時数を増やし充実を 

図ることで、学科やコースの教育課程上の特長を出し、大学進学をはじめ多様 

な進路に対応した指導が可能になると判断しました。そこで、これまで週３２ 

時間実施していた授業（１単位時間は５０分）を、来年度から週３５時間（同） 

に増やすこととしました。なお、授業時数の増加に伴い始業時間を早めますの 

で、来年度から早朝補習は廃止します。ほとんどの大規模普通科の学校（いわ 

ゆる進学校）はすでに早朝補習を廃止して数年経ちますが、学力の低下や大学 

入学等の実績が下落した学校はありません。なお、個々の進路目標の達成に向 

けた進路指導は従来どおり継続してまいります。 

  

  

 

 

 

 

授業を充実させるため 

朝補習を廃止して 

授業が週３２時間⇒週３５時間に 

なるんだね！ 



２ 日課の変更  

＜～平成３０年度＞            ＜平成３１年度以降＞ 

 

 

 

 

 

 

３ 学校説明会開催のお知らせ 

 

 

 

  

 

 

内容：受検対策、各学科・コース別進路相談会等 

 

４ 口加高校ホームページに関するお知らせ 

「本校のホームページも更新しながら、充実を図っています。皆様へのお知ら 

  せを含め、本校の状況なども分かっていただけると思いますので、是非ご覧くだ 

さい！！」 

ホームページアドレス http://www.news.ed.jp/kouka-h/ 

 

                        

 

 

 月 火 水 木 金   月 火 水 木 金 

7:35- 早朝補習  8:15- 稔りの時間（朝読書） 

8:30- 稔りの時間（朝読書）  8:25- 朝のホームルーム 

8:40- 朝のホームルーム  8:35-１限 1 8 15 22 29 

8:50-１限 1 7 14 20 27  9:35-２限 2 9 16 23 30 

9:50-2限 2 8 15 21 28  10:35-３限 3 10 17 24 31 

10:50-3限 3 9 16 22 29  11:35-４限 4 11 18 25 32 

11:50-4限 4 10 17 23 30  13:25-５限 5 12 19 26 33 

13:25-5限 5 11 18 24 31  14:25-６限 6 13 20 27 34 

14:25-6限 6 12 19 25 32  15:25-７限 7 14 21 28 35 

15:25-7限  13  26   16:15-16:25 帰りのホームルーム 

-15:40、-16:40 帰りのホームルーム  ＊４限目の後に昼休みと掃除が入ります 

来年度から朝の始業が遅くなる分 

「島原方面」や「諫早方面」からも 

ゆとりを持って通えるね！ 

口加高校 

「口加高校」で検索してみてください！ 

１０月３０日（火） 

時間：19：00～20：00 

会場：ありえコレジヨホール 

１０月３１日（水） 

時間：19：00～20：00 

会場：ハマユリックスホール 

１１月 １日（木） 

時間：19：00～20：00 

会場：口加高校 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ながさき県民大学主催 地域開放講座 

  口加高校吹奏楽部 楽器体験イベント 

  「いろいろな楽器を触ってみよう」 ～来て！見て！触って！吹いてみて！～ 

  ・日時：１０月６日（土）１３：００～１５：００ 

         ７日（日）１３：００～１５：００ 

        ２０日（土）１０：００～１２：００ 

        ２１日（日）１０：００～１２：００ 

        ２８日（日）１３：００～１５：００ 

  ・場所：口加高校音楽室 

   子供から大人まで、どなたでも大歓迎、自由に参加できます！ 

  私たちと一緒に楽器に親しんでみませんか？ 

 

 〇世界遺産登録記念講演会 

   ・日 時：１０月１６日（火）１４：２５～１５：４５ 

   ・演 題：「世界遺産から学ぶこと・考えること 

―その歴史・諸相と文化交流の展望」 

   ・講演者：上智大学 総合人間科学部社会学科 

        藤村 正之教授（高大連携担当副学長） 

 〇菖蒲祭 

   ・日 時：１０月２７日（土） 

・内 容：ステージ発表（劇・歌・ダンス等）・展示・クラス発表・制服試着体験 

・場 所：口加高校 

     ＊オープンスクールも同時開催！ 

 〇演劇鑑賞会 

   ・日 時：１１月７日（水）１３：０５～ 

   ・題 名：「Touch～孤独から愛へ」 

   ・場 所：口加高校体育館 

・出 演：東京演劇集団 風 

 

 〇心に響く人生の達人セミナー 

   ・日 時：１１月１５日（木）１３：１５～１４：４５ 

   ・演 題：「変化を恐れず挑戦していく力」 

   ・講演者：一般財団法人東京マラソン財団 

        事業担当局長 

        東京マラソンレースディレクター  

        早 野 忠 昭 氏（本校 昭和５２年卒業）   

 

 

口加高校主催のイベント 

全て参加は無料です！ 

みなさんのお越し 

お待ちしております♪ 


