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校内ロードレース大会 
    保健体育科  

２月２日（金）に第１５回ロードレース大会を実施しました。当日は心配された天気（寒さ）

も少し和らぎ、絶好のロードレース日和となりました。一人ひとりが完走を目指し、これまで

の練習の成果を一生懸命発揮していました。ゴールすると、PTAの皆様から温かいうどんとお

にぎりが振る舞われました。生徒も職員もおいしくいただきました。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。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。   

男子団体の部優勝：１年３組   女子団体の部優勝：１年３組  

<男子個人の部>         <女子個人の部> 

優勝 田口直人（1-4）37‛26   優勝   池本 望海（2-4）21‛03 

２位 若杉昭太（1-3）37‛59   ２位 中野佑紀奈（1-4）21‛25 

３位 中島純弥（2-2）38‛12   ３位 松本桃月姫（2-2）21‛47 

 

 

未来を輝くものに 
総合推進部主任 相原 美詠 

 ２月９日（金）、第１３回総合学科発表会が行われました。今年は初めて佐々町文化会館に

場所を移して行いましたが、県教育委員会、近隣中学校の校長先生を始め、ご来賓の方々や５０

名以上の保護者の皆さま、江迎中学校の２年生の皆さんなど多くのご来場をいただき、盛大に会

を終えることができました。ご協力いただきました皆さま、本当にありがとうございました。こ

の場をお借りしてお礼申し上げます。 

 さて、生徒の皆さんにとってこの発表会はどのようなものだったでしょうか。「総合学科」で

は、他の学校より、将来について考え学ぶ機会や自分で課題を設定し探求する機会が多くありま

す。そこで理解したことを開き合う場として、意義ある会だったのではないでしょうか。また、

「伝え合う力」を高める（または高めたいと思う）場としても十分に機能していたように思いま

す。生徒の感想の中に「先輩の発表はすごかった」「自分も来年はあの場で発表にチャレンジし

たい」などという言葉が見られました。大変嬉しく思います。みんなが「参加したい」と思える

発表会にしてくれた生徒の皆さんと先生方に、心から感謝です。 

 また、運営に参加した生徒たちも本当によく頑張っていました。準備段階から、座席割りや展

示ＰＯＰ・掲示物作成、そして、当日の運営裏方、エンディングビデオ作成など、一人ひとりが

課せられた仕事を期待以上に果たしてくれていました。頼もしい生徒たちでした。 

 「晴れ」の日が過ぎ、生徒たちは「ケ」に戻り、淡々と日常を過ごしています。大きな行事を

体験し、ちょっとだけ昨日とは違う自分になっている、そのことも気づかずに。 

 子どもたちの成長の場に携わることができることを喜びとして、今後も総合学科での学びの充

実に取り組んでまいりたいと思っています。 

  

 

 

 



部活動結果報告 
第６回ＪＢＡ長崎県ソロコンテスト 

   銀賞 ２年 矢ヶ部 妃乃 

第８回まつうら音楽コンサート 

 アンサンブルの部木管６重奏 銀賞 

 アンサンブルの部金打８重奏 銀賞 

 ソロの部  

金賞 ２年 鶴田 咲輝 

金賞 ２年 矢ヶ部 妃乃 

【図書部】 

 平成２９年度 

長崎県子ども読書活動推進校表彰 

（訂正）第１３０号で紹介しました生徒名に

誤りがありましたので訂正いたします。 

弓道部 男子個人優勝 ２年 川﨑 

     女子個人３位 １年 山﨑 

  

３月の行事予定 
１日（木） 卒業証書授与式  

７・８日  学力検査 

（水・木） 

７～９日  生徒自宅学習 部活動禁止 

（水～金）   

１０日（土） ２年公務員模試・小論文模試 

１２日（月）  進路別ミニ集会 

１5日（木） 合格者発表（9:30～） 

１９日（月） 学年集会 大掃除（午後） 

２0日（火） 個人写真撮影 教科書販売 

       合格者説明会（13:00～） 

２２日（木） 球技大会 

２３日（金） 終業式 離退任式 

平成２９年度卒業証書授与式 
１．日 時  

   平成３０年3月1日（木） 

10:00～11:30 

２．会 場 本校体育館 

３．卒業予定者数   

男子５６名 女子１０４名 

計１６０名 

●在校生送辞  

２年２組 吉村 栞奈 

●卒業生答辞  

３年１組 竹内 裕亮 

     

 

「感謝」をテーマに・・・ ～３学年ＰＴＡによる、親子での清掃活動～ 
２月１８日（日）、澄み切った青空の下、３学年ＰＴＡによる 

親子での学校周辺の清掃活動が行われました。この企画は、親子 

ともに学校周辺を清掃することで、子どもたちが通った環境を再 

確認し戻れる場所を記憶にとどめ、そのことが心の支えになって 

ほしいという願いから実現したものです。当日３９名の参加者で 

約２時間、佐々川近辺や清峰高校前駅などをきれいにすることができ清々しい気持ちで終えまし

た。お忙しい中、参加してくださった保護者の皆様、どうもありがとうございました。 

生徒保健委員会活動より 

～ペットボトルキャップ回収活動～ 
こころとからだの支援部 

生徒保健委員会では平成20年度より、ペットボトル

のキャップを集めて、ポリオワクチンに替え、恵まれな

い子どもたちを救う活動をしています。 

校内だけでなく、地域の方々からのご協力もあり、 

今年度は総計４９０，０００個のキャップを回収するこ

とができました。これは、赤ちゃん約６１人分のワクチ

ンに相当します。 

捨てればごみ・集めれば資源 

私達はこれからもこの活動を 

続けていきます。皆様ご協力 

よろしくお願いいたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育ミュージカル公演 
                ２月２２日（木）、本校で初の試みとなる保育ミュージカル公演が音 

楽室で行われました。保育士を目指す保育音楽選択生の３年生１５ 

名が衣装やセットも全て手作りし、童話「ヘンゼルとグレーテル」 

を楽しい歌やダンスとともに披露しました。本番には佐々町立幼稚

園とさざなみ保育園の年長児約５０名の皆さん、その他、保護者の皆様にもご観覧いただき楽しいひ

と時となりました。鑑賞した２年生の保育音楽選択生も来年に向けてやる気を見せてくれました。 

第２回清峰音楽祭のお知らせ 
１．日程 平成３０年３月２１日（水・祝） 

２．時間 13：30開場／14：00開演（16：00終演予定） 

３．場所 佐々町文化会館 大ホール 

清峰高校コーラス部、吹奏楽部による演奏や、ＰＴＡコーラス隊による合唱などがあります。 

多数のご来場をお待ちしています。 

 

  

総合学科発表会 「Say Hope!! ～未来を輝くものに～」 

 
「産業社会と人間」「総合的な学習の時間」の成果を発表する、総合

学科発表会が２月９日（金）佐々町文化会館にて実施されました。佐々

町文化会館で実施されるのは今年度が初めてで、要領がなかなかつか

めなかったこともありましたが、立派なステージや設備の中、成果を

充分に発表できたのではないのでしょうか。佐々町公民館、文化会館

の方には準備の段階から当日までお世話になりました。本当にありが

とうございました。 

オープニングでは、前校長先生の井上龍二先生が作詞作曲された「君

とともに」が全校合唱されました。１学年「産業社会と人間」の発表

では、自己理解、学校訪問、NIE、職業理解、インターンシップにつ

いて各クラスの代表者が発表を行い、２学年「総合的な学習の時間」

の発表では、進路研究、NIE、修学旅行についての発表が行われまし

た。３学年「総合的な学習の時間」の発表では、「私の歩んだ道・歩む

道」と題して、パネルディスカッションが行われるとともに、課題研

究では４人の代表者が、自身で設定した課題について研究発表を行い、

１年間に渡る課題研究の成果を披露しました。 

（写真提供：写真新聞部） 
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１級  ５種目合格  朝山憲太 

４種目合格  池田あきほ 川上怜 川竹美樹 松本はるか  

門川小春 川原菜月 草刈麻衣 松本 真由 

３種目合格  末永 玲奈 谷田 さくら 永井 一輝 溝口 聖華 

平成２９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 ３６ ３１ ３４ 

ビジネス計算合格 １６ ３２ ３４ 

級合格 １６ ３１ ３４ 

全 商  簿 記 

会計科目合格 ７   

原価計算科目合格 ７   

級合格 ７ ５ ６ 

全商  情報処理 
ビジネス情報部門 １３ ４８ ６７ 

プログラミング部門 ５ １  

全商  商業経済 

ビジネス経済Ｂ 科目合格 ２   

マーケティング 科目合格  １９  

ビジネス基礎   ６ 

級合格 ２ １９ ６ 

全商ビジネス文書 

速度部門 １１ ３５ ３９ 

ビジネス文書部門 ２４ ４１ ９ 

級合格 １６ ３３ ３９ 

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１３名出ました。過去最高

の成績を残しました。（昨年７名で最高） １級の合格率も他校に比べてかなり高いものでした。 

 

 「Ｐｒｕｎｅｌｌ×清峰ＳＨＯＰコラボパン販売」大盛況‼              ３年商品開発 

 ２月１７日と１８日の２日間、させぼ五番街にてプルネールさんと 

共同開発した「茶ぎりパン」と「茶フィン」を販売しました。１３時 

から販売を開始しましたが、両日とも２時間ほどで完売することがで 

きました。２日間をとおして、生徒は販売の楽しさや難しさを体験で 

き、それぞれの進路に役立つと思います。協力していただいた方々や 

購入していただいたお客さま、本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国商業高等学校協会主催 検定表彰

者 

 

 

資格取得!! 

 


