
「ありがとうの言葉を」
口加高等学校長 竹嶋 潤一

新型コロナウイルス感染拡大による非常事態宣言が解除され、学校の教育活動もある程度は
通常に戻りました。しかしながら、全国では一向に感染者数がゼロになる気配はなく、感染拡大
防止への警戒を緩めることはできません。また、県高総体、吹奏楽コンクールなど、目標としてい
た大会が中止になった３年生には、かける言葉も見つかりません。ただ、現状に留まることなく、一
日も早く新たな目標に向かって歩み出してくれることを願うばかりです。
さて、若者の自己肯定感の低さについては、多くの方が耳にしておられると思います。内閣府が

平成３０年に実施した「我が国と諸外国の若者の意識に関する調査」によると、日本の若者は、
諸外国に比べて、自身を肯定的に捉えている割合が低い傾向があり、自己肯定感の低さには、
自分が役に立たないと感じる自己有用感の低さが関わっているそうです。調査の結果、日本の若
者の５１．８％が「自分は役に立たないと感じる」と回答し、ドイツの３１．８％と比べると割合が高く
なっています。翻って、本校生徒、皆さまのお子様に目を移したら、いかがでしょうか。自己肯定感
は高いと思われますか。
人はどんなときに自分が役に立っていると感じるものでしょう。頼まれたことであれ、自発的に
行うことであれ、どんなことであっても何かを他人のために行ったら、感謝されてはじめて、達成感
や自己有用感が得られます。至極当たり前のことです。しかし、感謝されたと認識するには、そこに
「ありがとう」の言葉が必要です。自分が行ったことに対して何も言ってもらえなかったら、相手に
どう思われているのかはわかりません。
お子様がご家庭で何かをしてくれたとき、照れくさがることなく、まずは、「ありがとう。」「助かっ

たよ。」「また、たのむね。」などの言葉をかけてあげてください。きっと自分の存在意義を感じるは
ずです。そして、ありがとうの言葉かけは、それだけにとどまらず、言葉を発した自分自身をも、幸
せな気持ちにしてくれます。私も職員や生徒に対して、「ありがとうございました。」「おつかれさま
でした。」「助かりました。」の素直な言葉かけに努めていきたいと思います。

「感謝の心が人を育て、感謝の心が自分を磨く」 （作者不明）
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◎外出自粛中の体力・免疫向上に！

①口加げんき体操

◎口加高校「福祉科」の様子がよくわかる！

②「福祉科紹介」ビデオ(来週ＨＰに掲載予定)

◎医療・介護従事者に対して

③応援メッセージビデオ（HPに掲載中）

ＰＴＡ総会の承認結果

陸上競技部 ｿﾌﾄﾃﾆｽ部（男・女） バレーボール部

バスケットボール部（男） 卓球部（男・女）

サッカー部 ソフトボール部 野球部

吹奏楽部

大会名：中地区合同練習会

期 日：６月６日（土）７日（日）

時 間：９：３０～１３：００

会 場：長崎県立総合運動公園
トランスコスモススタジアム長崎

大会名：練習試合

期 日：６月６日（土）

時 間：９：００～１５：００

会 場：国見遊学の里
テニスコート

大会名：中地区主催練習会

期 日：６月６日（土）

時 間：９：００～１６：００

会 場：未定

大会名：練習会

期 日：６月６日（土）

時 間：９：００～１６：３０

会 場：島原工業高校

大会名：中地区高校３年生
交流卓球大会

期 日：６月６日（土）

時 間：１３：３０～１７：００

会 場：シーハット大村

大会名：中地区サッカー
交流会２０２０

期 日：６月６日（土）

時 間：１０：００～

会 場：島原商業高校

大会名：合同練習＆試合
期 日：５月３０日（土）
時 間：９：００～
会 場：活水高校グラウンド

大会名：練習試合
期 日：６月６日（土）
時 間：９：００～
会 場：大村城南高校

大会名：甲子園予選
代替え大会

期 日：７月９日（木）以降

時 間：未定

会 場：BIG-N、佐世保球場
諫早球場等

大会名：ミニコンサート

期 日：７月５日（日）

時 間：１３：３０～１４：３０

会 場：口加高校多目的ホール

皆様ご存知の通り、新型コロナウイルス感染防止のために３年生最後の大会である高総体、全国高校野球選手
権長崎県予選、吹奏楽コンクールが残念ながら中止となりました。
しかし、大会は開かれずとも各競技団体等で代替措置として練習会等が下記の通り計画されました。
なお、時間・会場が未定の部活動等がありますが、決定次第、口加高校HPに掲載しますのでご確認ください。

福祉科が

３本のビデオを制作！

口加高校HP情報❣

➀②はひまわりTVで放映されています。（～5/31日）

６月の主な行事予定

６/ ３（水）新体力テスト・身体測定
６/ ６（土）代替大会～７日（日）
６/１３（土）３年対外模試、１・２年土曜補習
６/１４（日）３年対外模試
６/２０（土）３年県一斉模試
６/２５（木）１学期期末考査（～３０日（火））

先日配布しました総会資料P13「令和2年度PTA常任
委員一覧」に母親委員藤尾美香さん（2-3加津佐町）の

お名前が不記載でした。改めて訂正とお詫びを申し上
げます。今後とも口加PTAをよろしくお願いします。

（訂正とお詫び）



口加高校と島原翔南高校の２校
兼務でお世話になります。
口加高校には週２回の勤務とな

ります。なかなか皆さんと出会う
確率は少ないかもしれませんが、
一人でも多く、皆さんとお話でき
ればと思っておりますので、どう
ぞお気軽に声をかけてください。
皆さんの口加高校ライフに少し

でも花を添えることができるよう
にがんばります。

誕生年：昭和５２年
出 身：福岡県 担 当：美術
前勤務：長崎県教育庁学芸文化課

３年１組担任
英語

バスケ部男女

３年１組副担
国語

ｿﾌﾄﾃﾆｽ部男女

２年所属
福祉

１年１組担任
数学

バスケ部男

１年２組副担
家庭

新聞・文芸部

１年３組副担
理科（化学）

野球部

１年所属
美術

1年所属
福祉

昨年まで佐世保商業に勤務しな
がら長崎大学教職大学院で２年間
研修をさせていただきました。本
校の前身である手芸学校のスピリ
ットを基に、QOLを向上できる
家庭科教師を目指して努力したい
と思いますので、どうぞよろしく
お願いします。毎日大好きなジャ
ズを聴きながら諫早から通勤して
います。家庭科の目的でもある、
環境に配慮して生活を楽しんで人
生を歩むライフスタイルに生徒を
導いていけるようがんばります！

西陵高校よりまいりました、
英語科の永江直子です。３年
１組の担任をしています。８
名の心優しい生徒たちから元
気と癒しをもらいながら、充
実した毎日を送っています。
口加高校の生徒たちは本当に
礼儀正しく素直で、こちらに
勤めることができることを心
から嬉しく思います。生徒た
ちの進路実現に向けて精いっ
ぱい頑張りますので、どうぞ
よろしくお願いいたします。

看護師として臨床で療養の世
話や、管理者として看護師の技
術向上、退職後は緩和ケアで終
末期療養の世話をしてきました。
本校の福祉科でこのような機

会を与えていただき、年齢を忘
れて楽しく学習し、共に福祉に
ついて学んでいけたらと身体に
ムチ打っています。どうぞ、よ
ろしくお願いします。

奈留高校から転任してまい
りました竹下です。
口加高校はこれまでに一度

出張で訪れたことがあっただ
けです。海が臨め、自然に囲
まれ（民家も多いですが）、
良い環境にある学校だと思い
ます。
学校のすぐそばに住むこと

になり、土日はウォーキング
やランニングで付近を巡り、
加津佐・口之津の豊かな自然
と眺望を満喫しています。
口加高校は創立から１００

年を超える伝統ある学校です
が、福祉科の開設や海外研修
の実施など、近年著しい変化
が見られ、新しい試みを積極
的に行っています。私も、既
存の観念や常識にとらわれな
い柔軟な姿勢で、皆さんの役
に立つ仕事ができればと思っ
ています。
着任早々休校や行事の中止

が相次ぎ、出端を挫かれた感
がありますが、早期に日常が
戻るのを祈りつつ、励んでい
きたいと思います。

福祉科の2年生を対象に「こ
ころとからだ」の授業を担当
する小林です。
職場は島原市医師会看護学

校（3年課程）で精神看護学を
担当しています。自宅は雲仙
市国見町在住で、家業が農業
であるため、休日は農作業と
して田植えもしています。
今回は、高校生と初めて触

れあい、共に学ぶ機会になっ
たので、1年間の授業を楽しみ
にしています。皆さんには
色々ご迷惑をかけると思いま
すが、宜しくお願い致します。

対馬高校より参りました、数学科
の有田圭吾と申します。今年度は１
年１組の担任をさせていただくこと
となり、日々生徒たちとともに口加
高校のことを学んでいるところです。
対馬高校も様々な進路に対応した学
校だったので、口加高校でもその経
験が活かせるのではないかと考えて
います。これまでの１０年間の教職
員経験をもとに、教科指導、進路指
導に全力で取り組んでいきたいと思
いますので、よろしくお願いいたし
ます。

前任校：島原高校
出身：新上五島町
趣味：ドライブ、野球観戦
マイブーム：珈琲、日本酒

１年３組の「科学と人間生活」
と２・３年生理系・グローカル
コースの「化学基礎」「化学」
を担当しています。化学は身近
で面白いな～と日々感じており
ます。そのような化学の魅力を
生徒に伝えていければと思って
います。どうぞよろしくお願い
いたします。

４月から口加高校にお世話にな
ることになりました池田です。担
当は国語科です。今後ともよろし
くお願いします。これといって特
徴のある人間ではないので自己紹
介をと言われてもさほど紹介すべ
き自己も思いつかないのですが、
そうも言ってられないので少しだ
け。趣味は読書と魚釣りです（小
魚専門です）。たまに料理をしま
すが、嫁が喜んでいるのかどうか
は判然としません。犬と猫では猫
派です。野球は巨人ファンです。
これくらいで勘弁してください。

永江 直子先生山下 裕三先生池田 裕一先生

片山 泰成先生竹下 孝幸先生

事務長

有田 圭吾先生
鶴田 正和先生

小林 勝也先生 伊藤 和代先生


