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「校訓と道しるべ」

今年の梅雨入りは平年より２０日も早かったそうです。先月号に、「早すぎる夏を出迎える準
備をしなければならない」と書いたところですが、夏が来る前に梅雨との戦いがあることをすっ
かり忘れていました。最近、印刷機の用紙がよく詰まります。梅雨の時期の恒例行事です。そん
なことから梅雨なんだと実感しています。
さて、本校の校訓については、機会があるときに生徒諸君に話をしていますが、本校にいつか

ら校訓が存在するのかを知っている人は少ないかもしれません。創立以来と考える人が多いで
しょうが、実は、創立８０周年のときに当時の職員に募集して、昭和５７年６月１８日に制定さ
れたものです。したがって、およそ４０年間にわたり、「豊かなる情感 透徹せる知性 強靭な
る生命力」という校訓は、本校生徒の学習生活の指針であり続けてきたことになります。
ところで、本校には、この校訓とともに「考える 鍛える 拓く」という『道しるべ』なるも

のがあります。これは、理想としての校訓を、現実の中で具体的にどのようにして実践していっ
たらよいのかを示したものです。学びながら思考をめぐらすことが大切であるということで「考
える」、自分の目標を実現するためにはどんな厳しい環境にも耐えうる心身を身に付けておく必
要があるということで「鍛える」、そうすることによって最終的には自己を切り拓いていくこと
ができるということで「拓く」。
現在も校訓がない学校は県下にも存在します。しかし、本校では、創立８０年を機に校訓の必

要性が叫ばれ、何度も議論を重ねた末、校訓が制定されました。当時の先生方の思いが詰まった
大切なもので、現在、体育館の前方右側の壁面に大きく掲げられています。一方、『道しるべ』
については、これまで耳にすることはほとんどなかったかもしれません。この機会に『道しる
べ』も校訓と同様心の拠り所にして、毎日の生活の中で、「考える・鍛える」という行為を意識
して実践することで、自己を切り「拓く」ことにつなげてほしいと願っています。

令和３年度口加高校キャッチフレーズ

福祉科 “感謝”と“仕合わせ（幸せ）”

普通科（生活創造コース）

普通科（グローカルコース）

６月４日（金）開会式（中止）
６月５日（土）競技開始～
コロナ感染状況次第で変更の可能性あり！

無観客
開催予定！

長谷川健史
１年２組担任

国語
バスケ部男

松竹 恒夫
２年３組副担
地理歴史、公民
バスケ部男

田村恵里花
２年４組副担

国語
美術部

新転任者紹介

堤 理恵
１年３組担任

理科
卓球部女

只熊 英貴
３年２組担任

数学
卓球部男

林 由美
２年所属
理科

長崎北高校よりまいりました地理
歴史科･公民科の松竹恒夫です。2、
3年生の「世界史」と1年生の「現代
社会」を担当しています。口加高校
の生徒は、真面目な生徒が多いと思
います。ギアを上げて頑張りますの
で、よろしくお願い致します。

五島海陽高校からまいりました、
国語科の田村です。初めての島原半
島での勤務、初めての福祉科…初め
てのことだらけの毎日ですが、生徒
の皆さんと一緒に笑顔でがんばりま
す！よろしくお願いいたします。

佐世保西高校から赴任して参りま
した。海が見える教室で授業ができ
ることを幸せに感じつつ、皆さんの
進路実現に少しでもお役に立てるよ
うに頑張ります。よろしくお願いし
ます。

長崎西高から参りました増本欣也
です。教科は地歴（日本史）です。
口加高校での生活が始まって１ヶ月、
少しずつ慣れてきました。来年度創
立120周年を迎える伝統校の更なる
発展のために頑張っていきます。よ
ろしくお願いします。

国見高校から来ました只熊です。
自然がいっぱいで人柄もいい（と聞
いている）南島原と関わりができた
ことを本当に嬉しく思います。皆さ
んと一緒に学校生活を充実させてい
きたいと思いますのでよろしくお願
いします。

久しぶりに高校生と過ごして、た
くさんの刺激をもらっています。他
の学校にも勤めているため週に4時
間ですが、生物の不思議さやおもし
ろさをみなさんと共有したいと思っ
ています。一年間、よろしくお願い
します。

五島高校から赴任してきました。
通勤途中に目の前に広がる海を見な
がら、「あれ？まだ五島？」と錯覚
を覚える日々を過ごしています。将
来の目標に向かってひたむきに努力
する皆さんの力に少しでもなれるよ
うに頑張ります。よろしくお願いし
ます。

遂に今年度、福祉科は３学年総勢３５名の生徒が揃い、完成年度とな
りました。これも偏に、福祉科の開科及び運営にご支援ご協力をくださ
った皆様方のお陰であり、心より感謝申し上げます。
表題の“仕合わせ（幸せ）”とは、今から２年前、本校体育館で行われ

た福祉科開科式典の際、全校生徒が手話と共に合唱した“歌手：中島み
ゆきさん”の“糸”の中にある歌詞です。歌詞の意味を読み解くと「人と人
が仕(つか)え合う（＝支え合う）」ことが「幸せ」となります。
これから、福祉科で学んだ生徒達が社会に飛び立ち、それぞれの場所

で誰かの幸せを支えていく。その様な社会が広がっていくことを願って
います。

4月22日（木）に生活創造コース集会を開催し、2年生と3年
生が初顔合わせを行いました。3年生の歓迎の挨拶に少し緊張
気味だった２年生の表情も緩み、お互いの自己紹介で和やかな
雰囲気となりました。その後、今年度の目標を各々決定し、学
年別に用紙にまとめ決意を表明しました。家庭科技術検定1級3
種目取得や文化祭ファッションショーの成功を目標に掲げた生
徒が多数でした。目標達成に向けてお互いに切磋琢磨し、技術
だけでなく創造力や感性も鍛えていく１年にしましょう。

今年度は特別進学コースとしてのグローカルが
はじめて３学年揃う完成年度となりました。昨年
度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、
グローカルコースの特徴である様々な体験活動が、
中止や縮小となった我慢の１年でした。そんな数
少ない機会でも何事にも積極的に一生懸命に取り
組んできたグローカルコースの生徒たちは、after
コロナの時期でもきっと活躍していける人物にな
れると思います。今年度も、グローカルコースら
しくアクティブな学校生活を送り、自分の夢をつ
かみましょう！

フィールドワーク（口之津・加津佐周辺）

５月１８日（火）にグ
ローカルコース１年生が、
フィールドワークを行いま
した。雨が続く日々の中天
気にも恵まれ、今後の探究
学習に向け、地元の町を防
災・観光・職業・食の観点
から見つめ直し、新たな魅
力・課題を発見する貴重な
時間となりました。



令和３年度高総体

いざ出陣！
（各部の主将が語る・・・）

６月の主な行事

新転任者紹介

小杉 清英
１年１組副担
音楽、情報
吹奏楽部

田中 房美

石田 奈美
２年４組担任

看護
陸上競技部

宮本莉沙
養護助教諭

林 琢弥
２年所属
保健体育

私たち男子ソフトテニス
部は佐世保で試合が行われ、
１日目と２日目が団体戦、
２日目から４日目が個人戦
となります。団体戦・個人
戦ともに良い結果を残せる
よう顔晴りますので、応援
よろしくお願いします。

主将３-３瀨戸口悟

私たちは、「打倒私立」
を目標に１年間練習に励ん
できました。これまでやっ
てきた成果を、２３人の心
をひとつに、私たちらしい
プレーで思い切り戦ってき
ます。応援よろしくお願い
します。

主将３-３濵田美里

こんにちは。私たちは高総体
ベスト８という目標のもと、
日々練習に励んでいます。今年
もコロナウイルスによりいろい
ろな規制もありましたが、全員
で協力して、目標を達成できる
ように頑張っていきたいと思い
ます。 主将３-２植木天太

私たち女子バスケ部は長崎
南高校で試合が行われ、1試
合目は長崎女子商業高校と戦
います。これまでともに励ま
し合ってきた仲間達と沢山の
方のご指導・ご支援の元、力
の限り顔晴ってきます！応援
よろしくお願いします。

主将３-３髙木咲良

私達男子卓球部は、団体
戦ベスト４という目標を実
現するため日々の練習に一
生懸命取り組んできました。
ここまでの道のりに携わっ
ていただいた方々への感謝
の気持ちを忘れず、最後ま
で諦めず戦い抜きます。応
援よろしくお願いします。

主将３-１塚田太陽

6月5日から4日間、ト
ランスコスモススタジア
ムで行われる高総体に出
場します。今まで顔晴っ
てきた成果を出しきり、
一人でも多くの人が上位
入賞、北九州大会出場、
また総合3位以内を目指し
て顔晴ります。応援よろ
しくお願いします。

主将３-４杉本ののか

私たち男子陸上競技部
は、高総体上位入賞を目
標に日々の練習を頑張っ
てきました。これまで支
えてくださった方々に対
する感謝を忘れず、本番
では良い結果を報告でき
るよう一生懸命戦い抜き
たいと思います。応援よ
ろしくお願いします。

主将３-2松嶋大誠

私達は優勝を目指して今までどんな時
も仲間と共に一生懸命練習に取り組んで
きました。この最高の仲間と一緒に最高
な時間を過ごせたことを誇りに思い、
コートでも口加らしく笑顔で２人で１本
を目標に顔晴ります。

主将３-２宮嵜諒子

勝ちたい気持ちは誰でもある。
相手が誰であろうと自分にやれ
ることを思いっきりするだけ。
私たちが楽しくプレーすること
がお世話になった先生方や保護
者への1番の恩返しだと思いま
す。感謝の気持ちを胸に大好き
な仲間と全力で戦って全力で楽
しんできます！！

主将３-３大平彩佳

私達サッカー部は、これまで
一生懸命練習に取り組んできま
した。初戦の対戦校はとても強
いですが、それは関係ありませ
ん。私達は挑戦者として自分達
らしいサッカーをして勝利を掴
みたいと思います。応援よろし
くお願いします。
主将３-３川口凜央

女子卓球部は団体戦県ベ
スト４を目標に１２名で恵
まれた環境で毎日練習に取
り組んできました。最高の
メンバーで団結して、最高
の結果を残せるよう頑張り
ます。応援よろしくお願い
します。

主将３-３田口陽良理

島原特別支援学校南串山分教室からまい
りました、養護の宮本です。素直で思いや
りのある子ども達と出会えて、大変嬉しく
思っています。子ども達が毎日元気に過ご
せるようサポートしていきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

長崎県立盲学校から参りました小杉清
英と申します。授業は「音楽」と第１学
年の「情報」、部活動は吹奏楽部を担当
します。礼儀正しく素晴らしい生徒たち
との出会いを心から嬉しく思っておりま
す。どうぞよろしくお願いします。

五島高校から転勤して参りました。口
加高校の窓から見える景色が、海と山に
囲まれた五島の景色と似ており、初めて
の地とは思えない感覚です。自然豊かな
環境で皆さんと共に学べる事を楽しみに
しています。よろしくお願いします。

保健体育科の林琢弥です。専門競技はバ
レーボールです。口加高校の生徒は気持ち
が良いくらい元気に挨拶をしてくれます。
体育の授業も元気に楽しくやっていきます
ので、どうぞよろしくお願いします。

事務主事の田中房美です。去年は北有
馬中学校の学校用務、その前は南有馬
中学校の特別支援助手、その前
は・・・とその時で色んな職種を経験
しておりますが、人生何事も挑戦！今、
できることからと思っております。事
務新人一年生ですがよろしくお願いし
ます。

陸上競技部 男子 陸上競技部 女子 ソフトテニス部 男子 ソフトテニス部 女子

バスケットボール部 男子

バスケットボール部 女子

卓球部 女子 卓球部 男子

サッカー部 男子

ソフトボール部 女子

バレーボール部 女子

主 な 行 事

1 火 1年歯科検診

2 水 振替休日（6/5）

3 木 L：高総体壮行式 45分日課

4 金 高総体開会式（中止）午前中授業

5 土 高総体１日目 学校自学

6 日 高総体２日目 学校自学 GL JPGU2020

7 月 高総体３日目 特別時間割（３時間）

8 火 高総体４日目 特別時間割

9 水 振替休日（6/6）

10 木

L:高総体報告会(①限) 3年学年集会(②限)
2年歯科検診 第１回体育祭実行委（体育委員）
生徒会選挙告示

11 金
生創２年保育園訪問① 校内介護実習1.2.3年
3年放課後補習開始 3年就職公務員模試③ 漢検①

12 土
３年対外模試（マ）１・２年土曜補習
第1回GTEC 
放送NHK杯県大会～13

13 日 ３年対外模試（マ）家技検洋２級
公務員講座(長崎公務員専門学校）

14 月 校内介護実習3年(~16)

15 火

16 水 45分日課
ＳＣ来校

17 木 考査時間割発表 L：３年進路講演会⑥⑦
陸上北九州大会（～20）

18 金

19 土 ３年県一斉

20 日

21 月 第２回体育祭実行委（班別役員・体育委員）

22 火 45分日課【職員会議④/教育課程委⑥】

23 水

24 木 期末考査１日目 １学年中学校訪問

25 金
期末考査２日目
家庭科技術検定２･３級筆記（放課後）

26 土

27 日 英検２次① ナイター陸上

28 月 期末考査３日目

29 火 期末考査最終日 自衛隊出張講座
30 水 第３回体育祭実行委（班別役員）


