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令和２年度口加高校キャッチフレーズ

10/ ３（土）全学年補習
10/ ８（木）大学入学共通テスト100日前集会
10/ ９（金）➁就公模試
10/10（土）③対外模試（～11）
10/17（土）中地区新人戦（～18）卓球・バレー
10/18（日）放送九コン地区大会
10/22（木）文化祭前45分日課（～30）
10/24（土）介護技術コンテスト（～25）

県新人戦（～26）ソフトテニス
全国選抜県予選 バスケ

10/29（木）代休
10/31（土）菖蒲祭

全国選抜県予選 ソフトボール

10・11月の主な行事予定

朝、校長室に入り窓を開けると、外から心地よい虫の音が聞こえてきます。ちょうど体育祭
の２、３日後からでした。このごろは、朝夕めっきり肌寒くなりました。季節は着実に夏から
秋への移ろいを見せています。
さて、ＰＴＡから全生徒に第７０回体育祭のＤＶＤを配布していただきました。すでに各ご

家庭でご覧になったことと思います。目の前で繰り広げられる競技を直に見る臨場感は得られ
なかったでしょうが、若さ溢れる生徒たちの躍動感を多少なりとも感じていただけたのではな
いでしょうか。
ＤＶＤの最後に解団式の様子が少し収録されています。その解団式でちょっとしたハプニン

グがありました。赤団副班長内田さんから「ちょっと待って」と声があがったのです。何だろ
うと思っていると、「他の団にありがとうと言うから、一緒に言って。」という団員への呼び
かけでした。その後、「黄団ありがとう」「青団ありがとう」と赤団の大きな声が響きました。
すると、黄団からも青団からも同様に他の団への感謝の言葉が返されました。生徒全員がお互
いに協力することで、今回の体育祭が実施できたのだと素直に感じ、それを素直に感謝すると
いう行動に移したのだと思います。当たり前のようでも、簡単にできることではないし、勇気
のいることです。
もう一つ。青団班長の大嶋君が男子生徒を本部前に集合させました。「保健体育科の小松先

生にとっては、この体育祭が最後です。今年度で定年退職されます。」との説明があり、お礼
とこれまでのご労苦を労って胴上げが始まりました。少し危なっかしい場面もありましたが、
小松先生は６回宙に舞いました。胸が熱くなる瞬間でした。
今年の体育祭は、例年通りに実施することができませんでしたが、思い出に残る素晴らしい

ものになりました。解団式で見た生徒の行動は、本校校訓の『豊かなる情感』が備わっている
ことの証だと思います。リーダーとしても大きく成長したと確信しています。校長として、本
校生を大変誇らしく感じています。「『超克』～2020困難のその先に～」の体育祭メイン
テーマのもと、困難を見事に乗り越えた立派な姿を生徒たちは見せてくれました。

The more difficult the victory, the greater the happiness in winning.
「勝利への道が困難であればあるほど、勝ったときの喜びは大きくなる」

（ペレ：ブラジルの元サッカー選手）

「第70回体育祭」を終えて・・・ ９/5（土）開催

新型コロナウイルスの影響により無観客となり、台風の影響により１日繰り上げての開催であっ
た第70回の体育祭でしたが、本番当日は雲一つない快晴となり絶好の体育祭日和となりました。
青団の目標は行進、競技、演技、総合の４冠を取ることでしたが、この目標を達成することはで

きませんでした。しかしながら、私たち青団は1人1人が本気で体育祭を楽しむことができました。
また、団結力が１番あったのは青団だと自信を持って言うことができます。青団のみなさん心より
感謝申し上げます。これから先、3年生は受験に向けて一所懸命に勉強します。2年生は口加のリー
ダーとして部活と勉強の両立を図り頑張ってください。１年生はとにかく学校生活を楽しんでくだ
さい。 「青団」班長 大嶋 健心

体育祭お疲れさまでした。自分は赤団班長をすることができて本当によかったと思って
います。最初は声も出さなかったり、行進では厳しい指摘があって本当に勝てるか心配で
悩んでいる自分に副団長や応援団長、そして体育委員長が支えてくれて、本番では、最高
の体育祭をすることができました。何より、嬉しかったのがみんなが楽しく笑顔でやって
くれていたことです。結果は負けてしまいましたが、自分にとっては行進の部、競技の部、
応援の部すべて優勝だと思っています。こんな自分について来てくれて感謝でいっぱいで
す。新型コロナウイルス感染拡大のなか、最高の体育祭にすることができたのは、１・
２・３年生のみんなや先生方のおかげです。本当にありがとうございました。

「赤団」班長 菅 紘生

「晴れました。」校長先生が挨拶で話されたように晴天の中始まった第７０回体育祭。例
年とは違い規模を縮小しての開催でしたが私にとってこの体育祭は忘れられない思い出にな
りました。今年は、赤団、黄団、青団それぞれの個性あふれるそんな体育祭だったと思いま
す。互いに切磋琢磨し合って最高の体育祭にすることができました。目標としていた三冠は
達成できませんでしたが黄団のみんなと一致団結できたことが嬉しかったです。練習の中で
思うようにいかなかったり指示が上手く通らなかったりと悩んだことがありましたが周りの
支えのおかげでやり遂げることができました。支えてくれた３年生、協力してくれた１・２
年生には感謝しています。とてもいい経験をさせてもらいました。班長をやってよかったで
す。改めて、黄団のみんなありがとう！最後に、開催にあたってご尽力してくださった先生
方、ありがとうございました。 「黄団」班長 平石 峻嗣

青団 総合優勝 競技の部 1位 応援の部 1位

黄団 行進の部 1位

11/ １（日）①②対外実力（記述）③対外模試（M）
11/ ３（火）文化の日 ➁対外実力（記述）
11/ ５（木）校内弁論大会（LHR）
11/ ６（金）県高校駅伝競走大会（全校応援）
11/ ７（土）県新人戦（～８）卓球

家庭技術検定（和1級・洋2級）
11/ ８（日）家庭技術検定（食2級）
11/13（金）第5回口加塾・１～５校時４５分授業

県総文祭（～15）
11/14（土）③対外模試（M）（～15）
11/16（月）開校記念日（118周年）
11/21（土）中地区新人戦 バスケ

春高予選 バレー
11/23（月）勤労感謝の日
11/30（月）期末考査（～12/３）



今年は、新型コロナウイルスの影響で、春・夏の全国大
会が中止となりました。自分たちの最後の大会がなくなり
気持ちの整理ができませんでした。
しかし、阪神タイガースの選手のみなさんのご厚意によ

り全国の高校球児に送られた甲子園の土のキーホルダーは
僕たちを励ましてくれるものとなりました。
このキーホルダーを野球生活の一つの思い出とし、大切

にしていきたいです。
野球部 穐山さん（3-2）

ALTエスター先生紹介新人戦等の大会 ＜主な結果＞

第３位

(種目)
200m平泳ぎ

交通安全集会 9/17（木）7校時LHR・体育館

今回の「交通安全集会」を通して、
みんなの交通安全に対しての考え方
や交通ルールなどに関しての意識が
高まってくれたらいいなと思いまし
た。
私は、警察官の方の講話を聞いて

自分自身の交通安全に対しての活動
を振り返ってみて、正しい情報を改
めて知ることができてよかったです。
交通事故に遭わないためにも、この
ような話を聞いて、交通安全への意
識を高めることはとても大切だなと
思いました。もう二度と生徒の交通
事故がないように、気を付けていき
たいです。

風紀美化委員長 豊島さん（2-3）

９月１７日（木）７校時LHR体育館にて、１・２年生対象に
南島原警察署交通課中村課長様にご来校していただき交通安全
集会を実施しました。

各部活動（運動部）の令和2年度長崎県高等学校新人体育大会（県新人戦）等の大会が下記のとおり開
催されました。

〇水泳（個人参加) 8/29 (土)  ～ 県新人戦～水泳競技～
〇卓球部 9/12（土）～ 令和２年度長崎県卓球選手権大会
〇陸上競技部 9/18（金）～9/20（日）県新人戦～陸上競技～
〇ソフトテニス部 9/19（土）～ 中地区高等学校新人体育大会～ソフトテニス競技～
〇ソフトボール部 9/19（土）～ 県新人戦～ソフトボール競技～
○野球部 9/19（土）～ 第147回九州地区高校野球県大会

※主な結果は下記のとおりです。

男子ジュニア・女子ジュニア〔シングルス〕
３回戦敗退：田中・平瀬・松尾
４回戦敗退：綾部・冨永・田口・中村

男子

○団体総合 ４位
○個人
・１００ｍ 深山創希 ２位※

・３０００ｍ障害 藤尾真照 ２位※

・４×１００ｍリレー （※九州大会は5名登録）

尾﨑・本村・今村・深山 ２位※

・円盤投 長岡薫 ６位
・ハンマー投 門畑知樹 ２位※

・やり投 竹下斗真 ２位※

・八種競技 川﨑大成 ６位

【男子】

☆立石＆大久保ペア ベスト16

☆瀨戸口＆黒田ペア ベスト32

【女子】

☆宇野＆馬場ペア ベスト16

☆菅 ＆宮﨑ペア ベスト32

口加で授業をする最初の１年間はす
ばらしい冒険でした！生徒たちや先生
方との関わりからたくさんのことを学
んできました。生徒たちへの授業は私
にたくさんの喜びをくれました。なぜ
なら、彼らは熱意があり、一生懸命取
り組むからです。来年の私の望みは、
生徒たちにもっと英語のなぞなぞや南
アフリカの文化について教え、彼らの
未来を応援することです。

翻訳グローカルコース 梶原さん（1-3）

My first year of teaching at Koka has 
been an amazing adventure! I have 
learned so much from interacting with 
the students and staff. Teaching the 
students gives me a lot of joy, because 
they are enthusiastic and committed to 
working hard. My hope for the next 
year is to teach the students more 
about riddles, South African culture 
and encourage them to embrace their 
future.

野球部へ贈られた

「甲子園の土」入りキーホルダー 絵手紙を贈りました！（福祉科）

南島原市内の独居高齢者の方へ向けた

絵手紙を福祉科１・２年で作りました。

ほとんどの生徒が絵手紙作りは初めて

でしたが、図書館の本を参考にする人、

秋の味覚を題材にする人、自分の好きな

ものを絵にする人など個性豊かな絵手紙

ができました。

できあがった絵手

紙は「NPO法人ささ

えさんの会」を通じ

て届けられます。

県新人戦～陸上競技

卓球部水泳（個人参加）

ソフトテニス部

女子

○団体総合 ３位
○個人
・４００ｍ 本多奏 ４位

渡部彩花 ６位
・８００ｍ 北村優衣 ５位

嶋田葵 ６位
・１５００ｍ 瀬川葵 ４位
・５０００ｍ競歩 嶋田葵 ４位
・4×400mリレー

渡部・本多・松永・北村 ５位
・棒高跳 松藤ゆずき ５位

今村美結 ６位
・三段跳 松藤ゆずき ６位
・砲丸投 井上奈々 ６位
・円盤投 本多莉奈 ５位

井上奈々 ６位

・やり投 山崎絢音 優勝※

杉本ののか ３位※

・ハンマー投 井口知香 ３位※

本多莉奈 ４位
・七種競技 金子真夕 ４位

石橋永遠 ６位

陸上競技部

祝！県大会出場!!

令和２年度長崎県卓球選手権大会

中地区高等学校新人体育大会
～ソフトテニス競技～

祝！団体３位

九
州
大
会
出
場
！
男
女
で
延
べ
12
名
！※

印

県新人戦～水泳競技～

吉田さん（2-4）

※大活躍！入賞者延べ32名！

ALT
エスター先生

※9月から2年目です。


