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校内ロードレース大会 
    保健体育  

２月 1 日（月）に、第 13 回校内ロードレース大会を実施しました。本来であれば１月 29 日

（金）に実施予定でしたが、荒天のため、延期しての開催となりました。一人ひとりが目標を持

ち、完走目指して走ることができました。関係者の皆様にはご協力いただきありがとうございま

した。延期になった 29 日には PTA の皆様にうどんを作っていただき、生徒も職員もおいしく

いただきました。また、沿道で声援いただきました近隣の住民の皆様ありがとうございました。  

大会結果は次の通りです。 

〈男子個人の部〉                  〈女子個人の部〉 

第１位  川邊田 ルイス陸（１－４）       第１位  川口  唯 （２－４） 

第２位  河野 孝啓（２－３）            第２位  山口 歩美（２－４） 

第３位  坂本 雄大（２－３）            第３位  田村 七彩（２－３） 

〈男子団体の部〉 優勝 １－１         〈女子団体の部〉 優勝 ２－４ 

 

 

「総合学科発表会」を終えて～語ろう 私たちの将来
あ す

を～ 

                        総合推進部主任 鈴木 信雄 

 ２月１０日（水）、第１１回総合学科発表会を無事に終了することができました。朝か

ら寒い一日でしたが、御来賓、保護者の皆様には、多数のご来場をいただき感謝申し上

げます。 

 本年度は、「Say Hope！ 語ろう 私たちの将来
あ す

を！」というテーマで、各学年が取

り組んできた「産業社会と人間」「総合的な学習の時間」などキャリア学習の成果を発表

いたしました。ステージ部門では、全体司会の前田風香さん、藁科深月さんのリードで

オープニング合唱、開会行事、各学年の発表、エンディング等が行われました。また、

会場後方では、各学年の取り組み、授業作品、清峰だより、進路情報等が展示されまし

た。３年生による後輩へのメッセージ「私の歩んだ道、歩む道」では、進学・就職・公

務員の各分野で合格を果たした３名の発表者によるパネルディスカッションが、和やか

なムードで行われました。各自が経験した悩みや苦労、工夫したことなど、率直に語る

姿が印象的でした。後輩にとって進路実現のため役に立つ話が多かったことでしょう。 

 本発表会の特徴は、生徒実行委員や学年司会者が、会場の生徒たちに参加しやすい雰

囲気をつくるため、様々な工夫をしている点にあると思います。たとえば、学年司会者

と発表者の間でインタビューする場面や会場へのインタビューなどがあり、回答する人

も活発に感想や意見を語ってくれます。このように、総合学科発表会は、日頃の学校生

活や授業を振り返り、自らの将来を展望する”キャリア”というテーマについて、学校

全体が一緒に考える貴重な機会になっていると思います。 

 来年度に向けても、生徒の成長に繋がる発表会となるように取り組んで参りたいと存

じますので、今後ともご指導の程よろしくお願いします。 

 



主権者教育 ～有権者として～ 

昨年 6 月の公職選挙法の改正で、選挙権年

齢が満 18 歳以上に引き下げられ、有権者と

なる３年生は、権利を持つことの意義や選挙

（投票）の流れについて学びました。社会 

に関心を持ち、投 

票に行きましょ 

う！それが社会 

参画だと理解で 

きたようです。 

 

 

進路別集会 ～３年生０学期として～ 

進路意識を高め、学習意欲の向上を図るため、

進路別集会を行いました。進路決定した３年生

が、２年生に進路活動の体験談を話しました。

成功談より失敗談の方が参考になったようで

す。２年生はいよ 

いよ進路決定のと 

きです。ぜひ、ご 

家庭でもお話され 

てみてください。 

  
ペットボトルキャップ回収 

生徒保健委員長 ２年５組 山口 優樹 

私達保健委員会では平成２０年度から、委員会活動の一環としてペットボトルキャップ回収活

動を行っています。皆さんのご協力で年々回収数も増え、今年は２月 

９日現在、総計で、８６，１６６個、赤ちゃん約１０７人分のポリオ 

ワクチンが接種できるキャップが集まりました。（昨年同時期１０５ 

人分）ペットボトルのキャップは捨てればごみ、集 

めれば大切な命を救うことの出来る貴重な資源です。私達は、これらからもこ 

の小さな活動を大きく拡げていきたいと思います。ご協力お願いいたします。 

 

 ３月の主な行事予定  
 

１日（火） 卒業証書授与式 交通安全の日 

２日（水） 代休 

８日（火） 

８・９日    学力検査 

（火・水） 

８～１０日    生徒自宅学習 部活動禁止 

   （火～木）   

  １２日（土） ２年公務員模試・小論模試 

15～17日     進路ミニ集会 

（火～木）  

  １６日（水） 合格者発表（9:30～） 

 １８日（金） 個人写真撮影 教科書販売 

         合格者説明会（13:00～） 

  ２２日（火） 学年集会 大掃除 

  ２３日（水） 球技大会 

  ２４日（木） 終業式 離退任式 

平成２７年度 

卒業証書授与式 
１．日 時  

 平成２８年３月１日（火）

10:00～11:15 

２．会 場  

本校体育館 

３．卒業予定者数   

男子  ８０名 

女子 １１６名 

計  １９６名 

        

●在校生送辞 

 ２年 3組 田村 七彩 

●卒業生答辞 

３年１組 近藤 健一 

門屋 光彦 

  卒業生答辞  ３年１

組 中原遼太朗 

     

かけがえのない 

一票を投じよう！ 



 

 

 

総合学科発表会の様子を、生徒の声と合わせて振り返ります。（斜体字は生徒の感想です。） 

 

●オープニング                ●３年「私の歩んだ道・歩む道」  

全校合唱「あすという日が」        ３年生から後輩へのメッセージ 

 

 

 

  

 

各学年の代表指揮者のもと歌い、   パネルディスカッションを行い、進学・就職・公務員 

手話選択生徒８名も演技しました。   の代表者が進路実現への努力などを話しました。 

「生徒全員で一体感が味わえた。」 「３年生の生の声を聞いて、もっと勉強しようと思った。」 

 

●１年「産業社会と人間」        ●２年「総合的な学習の時間」   

 

 

 

 

 

科目選択、職業理解など総合学科の   進路研究、修学旅行自主研修など実演や映像を使う 

基本となる学習を堂々と発表しました。 ことで、より効果的に発表しました。 

「発表者の態度や言葉遣いがよかった。」   「実演や映像を使うことでわかりやすかった。」 

 

●３年「課題研究」                    ●展示・インタビュー 

            

 

 

 

                                              

各分野の研究を、部活動のデータや自作の動画、保育作品を   活動内容をまとめた作品を 

うまく活用して行っていました。               展示しました。 

「知らない分野について知れるいい機会になった。」     「会場との掛け合いがいい。」 

    

「進路実現に向けできることを考え、行動に移していこうと思った！」「具体的な目標を持つ！」 

発表会によってみんなのやる気を高めることができました。ぜひ、継続してほしいと思います。 

  

語ろう 私たちの将来

あ す

を！ 

Ｓａｙ Ｈｏｐｅ！ 

第１１回 総合学科発表会  

 

第１１回総合学科発表会    ～語ろう 私たちの将来
あ す

を～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     全国商業高等学校協会主催検定表彰者 

 

 

平成２７年度 全国商業高等学校協会主催 検定合格者状況 

検定名 部 門 １ 級 ２ 級 ３ 級 

全商 珠算・電卓 

普通計算合格 ３３ ５３ ５１ 

ビジネス計算合格 ２３ ４８ ５２ 

級合格 ２２ ４７ ５１ 

全 商  簿 記 

会計科目合格 ７   

原価計算科目合格 ８   

級合格 ６  １１ 

全商  情報処理 
ビジネス情報部門 ２２ ３８ ６０ 

プログラミング部門 １ ５  

全商  商業経済 

マーケティング 科目合格  ４  

ビジネス基礎   ４８ 

級合格  ４ ４８ 

全商ビジネス文書 速度部門 ２ １６ １３ 

ビジネス文書部門 ２ １２ １０ 

級合格 ５ ３６ ５０ 

今年度は、全国商業高等学校協会主催の検定で、１級に３種目以上合格した生徒が６名出まし

た。昨年度は 4 名だったので、日頃の授業から一生懸命に取り組んだ結果だと思います。 

（ 5 種目合格：1 名、3 種目合格；5 名 ） 

 ※５種目合格とは、電卓実務検定、簿記実務検定、ワープロ実務検定、情報処理検定プログラ

ミング、情報処理検定ビジネス情報になります。 

また、今年度から始まる、ビジネスマイスター制度（検定の難易度によって点数化し、その総

得点により表彰する制度）による表彰者もシルバー7 名、ブロンズ 17 名出ました。 

資格取得!! 

 

 

☆５種目合格 川口奈々さん  

 ★３種目合格 近藤隆介さん 椿山未奈さん 前川真名さん 

 松本千代さん 宮下愛月さん 

 

 

24 日(水)、昨年８月に介護職員初任者研修を修了した３年福祉

選択生３名が、修了式に臨み修了証書を手にしました。 

うち１名は医療専門学校へ進学し、２名は佐世保市内の介護施

設・病院に就職します。実習等の経験を活かしてもらいたいです。 

介護職員初任者研修 修了式 

 


