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口加高校HP

令和２年度口加高校キャッチフレーズ

大学入学共通テスト２日前の１月１４日（木）、出陣式が行われました。１４週前に実施した１００日
前集会からの時間の経過は、日が近づくほど速く感じられたものと思います。出陣式では、その間様々な
不安や重圧と向き合いながら日々戦い続けてきた思いなどを、小玉亜澄さんが生徒代表挨拶の中で語って
くれました。また、校長はじめ各担任からの激励の言葉や、他学年から受験生に向けてのビデオメッセー
ジによって、受験に対する覚悟と勇気を抱ける機会となりました。
３学年主任小原
出陣式

「 丑年 」
校長挨拶

年が明け早くもひと月が過ぎました。遅ればせながらご挨拶を申し上げます。新年あけまして
おめでとうございます。３学期は瞬く間に終わります。仕事をやり残さないよう注意します。
さて、３学期の始業式は校内放送で行いました。丑年に因み次のような話をしました。「牛は
おっとりしているように見えても、堅実で真面目に物事を進め、成長し続けることができる。十
二支を決める競走の際、歩みが遅い牛は、ゴール前でねずみが牛の背中から飛び降りたため２着
となったが、前夜の暗いうちから出発した。丑年は「我慢」や「発展の前触れ」を表す年になる
と言われている。今年は耐える年になりそうだが、そういう中でも地道に突き進むことで一人ひ
とりが成長し、その成果を示す年にしてほしい。」
皆さんとともに、楽しみや幸せを感じられる年にしたいと思います。今年もよろしくお願いい
たします。

学年主任挨拶

生徒代表挨拶３－４小玉さん

担任から熱いエール!!

全校生徒・職員に見送られて元気に出発！

福祉科

祝

新潮社の読書エッセイコンクール
「 新潮文庫 中高生のためのワタシの一行大賞」

優秀賞を受賞！

新潮社の読書エッセイコンクール「新潮文庫 中高
生のためのワタシの一行大賞」で本校普通科GLコース
２年の茅ノ間さん（布津中出身）が、全国で２位（応
募総数18,757通）にあたる優秀賞を受賞しました。

「優秀賞を受賞して・・・」
宮沢賢治の代表作の１つである「銀河鉄道の夜」はそれまで読んだことはなく、本屋
さんで偶然この本を見つけました。以前から近代文学を読んでみたいと興味を持ってい
たので何か運命的なものを感じ、迷うことなくこの本を手にとりました。このエッセイ
を書いたことでふるさとへの想いが強くなり、今ある時間を大切に生きようと改めて感
じました。優秀賞に選んでいただけたこと、そして貴重な経験をさせてくれたこの本と
の出会いに感謝しています。
２年３組 茅ノ間さん
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校内マラソン大会
男子：8.6ｋｍ

第73回卒業証書授与式

女子：5.6Ｋｍ

会場：口加高校体育館

グローカルコース（普通科）

★社会福祉・介護福祉検定（３級・４級）

★九州Summit ２次選考進出！

１２月１１日（金）、１２日（土）の２日間、福
祉科１・２年生が、本校で全国福祉高等学校長会主
催「社会福祉・介護福祉検定」を受験しました。
１年生は４級を、２年生は３級を受験し、結果は
目標であった全員合格を果たすことができました。
２年生の中の希望者には
２級（介護福祉士国家試
験受験校における学びを
確認するレベル）を受験
し、合格する生徒もいま
した。
来年度２年生は、１級
と介護福祉士国家試験を、
そして１年生は３級を全員合格出来るよう励んでい
きます！

１２月２２日（火）、「コロナと観光～高齢
化をメリットに～」をテーマとするグローカル
コース観光班が、九州Summit一次選考を見事
通過しました。２次選考は本来なら他県で開催
予定でしたが、コロナ禍のためビデオ審査に変
更を余儀なくされました。審査結果は２月中旬
に発表予定です。顔晴れ！観光班!!
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生活創造コース(普通科)
★福祉施設ボランティア

写真は昨年度の様子

１２月２５日（金）、生活創造コース２年生は、口之津町にある福祉施設児
童発達支援センター「たすかる早崎」のクリスマス会に参加しました。施設の
子どもたちに楽しんでもらおうと生徒自作のペープサート（森のおふろやさ
ん・りんごがひとつ）と手袋シアター（あわてんぼうのサンタクロース）を披
露しました。また、山下先生のギター演奏に合わせて、サンタの帽子をかぶり、
クリスマスソングやダンスでクリスマス会を盛り上げ楽しみました。帰りには、
子どもたちから手作りのプレゼントをもらい、名残惜しそうに施設をあとにし
ました。だれかを笑顔にしたいと思っていた生徒たちでしたが、笑顔をもらっ
て帰ってくることになりました。依頼していただいた「たすかる早崎」の方々
に感謝いたします。

ALTエスター先生コーナー

第３回探究学習発表大会を開催！
１月２６日（火）、令和２年度探究学習発表大会を本校体育館、および教室にて実施しました。今年は、
コロナ禍のため、午前中はポスターセッションを教室で行い、午後からは体育館で遠隔システムを利用し
て高知県立室戸高校と口加高校の発表を視聴し、質疑応答で交流しました。その後、グローカルコースと
福祉科による探究学習発表を行いました。
ＡＭ

体育館会場

ポスターセッション

ＰＭ

Coming of Age（成人年齢）
Adulthood is a very important part of any person’s life, regardless
of nationality and cultural background. However, it can mean
different things depending on which country you live in.

ステージ部門

In Japan, for example, the age of majority is 20 years. Once you
turn 20 you can buy alcohol and cigarettes, own property, and
get married without parental consent.

ALT
エスター先生

普通科２年

「電気のことで先生に怒られない方法」

グローカルコース①

「漂流物」

バラバラなテーマを持つもの同士が
集まって先の全く見えないスタートで
不安しかありませんでしたが、５人全
員で協力して発表日を迎えることがで
きてよかったと思います。３回の発表
は緊張でいっぱいでしたが、回を重ね
るごとに慣れていきだんだん良い発表
ができたように思います。実際海岸で
拾ったものを使用して発表ができて良
かったです。
１年２組林田萠

「島原半島の防災を考える」

福祉科①

グローカルコース②

１月１９日（火）１９：００～会議室にお
いて「第２回ＰＴＡ常任委員会」を開催しま
した。本来なら常任委員全員の参加を予定し
ていましたが、コロナ禍のため役員のみでの
開催となりました。
議題は、下記の通りでした。
（１）各種委員会の年間活動の報告
（２）マラソン大会時の豚汁代案について
（３）卒業式のコサージュ製作について

「南島原市の良いところを知って広めよう」

発表の時はセリフを覚えていたけ
れど、発表直前にセリフを変更した
ので、本番ではセリフを見て発表し
てしまいました。臨機応変に対応で
きるようにしたいです。
今回は先輩に頼ることが多かった
ので、来年は自分から積極的に活動
できるようにしたいです。
１年４組原口竜弥

この探究学習発表会を通して、探究
は楽しいなと感じました。新たな発見
があったり、そうでなくても現状を知
ることができたりなど、研究内容の奥
深さも学べたのではないかと思います。
発表では、大勢の人の前で話すことの
難しさも感じました。
今後も今回の発表を生かし、自分た
ちが行っている探究をより深めていき
たいです。
１年３組林田優七

「第２回ＰＴＡ常任委員会」を開催しました。

南アフリカでは、成人年齢は１８歳です。１８
歳で酒やタバコを買ったり、結婚、軍に入隊したり、
ビジネスを始めたりすることができます。公職に立
候補することさえできます。

たくさんの人の前で発表する時、
緊張して早口になったり、少し原稿
を見ながら読んだりしていたので、
もっと練習が必要だと思いました。
来年は、自分たちが引っ張っていく
番なのでがんばっていきたいです。
１年４組田中詩乃

福祉科②

「看板で伝える」

例えば日本では、成人年齢は２０歳とされてい
ます。２０歳になればお酒やタバコを買ったり、自
らの資産を所有したり、親の同意なしに結婚したり
することができます。

「南島原市民の夢を叶えよう」

今回の探究学習発表大会では、
それぞれが自分の頑張ってきた研究
の成果を出し切れたと思います。私
たちが活躍すべきこれからの社会で
は、「答えのない」問題と出会うこ
とが多くあると思います。そんな問
題に対抗できるのは個々の探究力で
す。その探究力をこれからも高めて
いき、社会に貢献できる人になりた
いと思いました。
２年３組緒方駿星

僕は「電気のことで先生に怒られない
方法」というタイトルで、節電について
学校のデータを元にどうすれば節電でき
るか、どのくらい効果があるのかを調べ
ました。
発表の際は模造紙をシンプルにまとめ
て、口頭で補っていこうとしたのですが、
緊張して初めは上手くいきませんでした。
しかし、だんだん慣れて最終的にはしっ
かりとした内容の発表をすることができ
ました。
２年２組日向翔大

普通科１年

In South Africa, the age of majority is 18. At 18 you can buy
alcohol and cigarettes, get married, enlist in the army and start a
business. You can even run for public office!

成人になるということは、国籍や文化的背景に
関係なく、誰の人生においても大変重要なものです。
しかし、どの国に住んでいるかによって、それは異
なる意味を持つこともあります。

２月の主な行事
２/02（火）学力検査準備（１～３授業）受検生下見※部活動休止
２/03（水）前期選抜検査 自宅学習 ※部活動休止
２/04（木）採点日 自宅学習 ※部活動１５時以降可
２/05（金）１～２校時40分授業３～７校時４５分授業 ③登校日
②就公模試
２/06（土）③補習 ②対外実力（マーク）①トップレベル模試
ソフトテニスシングルス大会 県新人駅伝
２/07（日）②対外模試（マーク）①ＧTEC
２/09（火）マラソン大会 考査時間割発表 ②進路ガイダンス
２/10（水）③登校日
２/11（木）建国記念の日
２/12（金）マラソン大会予備日 自動車学校訪問
２/13（土）③補習
２/16（火）①②学年末考査１日目
２/17（水）①②学年末考査２日目 ③登校日

２/18（木）①②学年末考査３日目
２/19（金）①②学年末考査最終日 容儀指導 自動車学校訪問
２/20（土）図書館お話会ボランティア（②生創）
２/21（日）英検２次 ＧＬ観光班２次審査（オンライン）
２/22（月）②福祉科介護実習（～26）
２/23（火）天皇誕生日
２/24（水）①福祉科介護実習（～26）自動車学校訪問
２/25（木）考査返却特別時間割 国公立大学前期個別学力検査
２/26（金）国公立大学前期個別学力検査
２/27（土）①②補習
２/28（日）卒業式予行 同窓会入会式
３/01（月）第73回卒業証書授与式
３/02（火）代休
３/09（火）後期選抜学力検査１日目
３/10（水）後期選抜学力検査２日目

