
清峰だより 
平成 2９年７月２６日（水）発行 

長崎県立清峰高等学校 

学校通信  第１２４号 

発行責任者 校長 小柳 庸一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ヤバイくらいありえない」って、いいの？悪いの？ 
校長 小柳 庸一  

 

 九州では昨年の地震に続いて、今年は豪雨災害が起こりました。気候変動のためか、近年

の災害は「想定外」「未曾有」の状況に陥っています。甚大な被害を受けられた皆さまに対

して、心よりお見舞い申し上げます。こうした社会状況に対する高校生の反応は敏感です。

本校でも、生徒会執行部を中心に何らかの支援を行いたいということで、募金活動などが計

画されています。 

 ところで、「未曾有」とは本来、仏の功徳が「未だかつてあらず」ほど尊いことを示す言

葉でしたが、善悪両方の意味で使われるようになり、現代ではむしろ「未曾有の惨事」など

悪い意味で使われることの方が多い気がします。もとはサンスクリット語の adbhuta （否

定接頭辞 a(d)＋bhuta:存在）が漢訳されたもので、直訳すると「ありえない」でしょうが、

「ありえないほど良い」ととらえずに「ありえないほど悪い」と捉えるところが現代の不確

実性を示しているように思えます。 

 「ハッカー」という言葉が、本来は「情報技術に詳しい人」という意味であったのが、「コ

ンピューターに侵入し、不正行為を行う人」として定着しているというニュースがありまし

た。このように本来の意味とは逆や違った意味に使われる用語があります。「微妙」は"趣深

く、何ともいえない美しさや味わいがあること”から"簡単に言い表せない様子"、さらに"何

とも言いかねるさま"に変わり、今の高校生などは「（はっきり言うと角が立つから少しぼか

すけど）よくない」という意味で使います。逆に「ヤバイ」は危険で良くないことだったは

ずが、"とても感動した"、"すごい"という意味で使用されています。 

 言葉は生き物で、時代や状況によって変遷していくのかもしれませんが、意味の転換期に

は誤解やすれ違いが起きます。さらに高校生の「ヤバイ」は意味をもった語ではなく、"おお

っ"とか"うわあ"といった感嘆詞的な使い方です。絵文字や顔文字と同じで、相手がどうとら

えるかは不確かです。言語もＳＮＳ化しており、自分の感情を正しく伝えるという観点から

は”微妙”です。ネットトラブルのきっかけはこうした行き違いがあるように思えます。今、

「ありえない」は肯定、否定どちらにも使われています。「ありえないくらい〇〇」と〇〇

を省略せずに自分の思いを正しく伝えましょう。「ヤバイ」の多用はヤバイよ、ではなくて

「ヤバイ」を多用すると誤解が生じて危険だよ。 

「長崎っ子の心を見つめる教育週間」 ７月３日（月）～７日（金） 
正門では、通年行われている立番指導を、「長崎っ子」の挨拶運動と位置づけ、本教育週

間が始まりました。朝の読書では、原爆投下に関するアンケートに取り組み（結果は８月９

日登校日に公表）、佐世保空襲について学びました。公開授業では真剣に授業に臨むいつも

の姿が見られました。薬物乱用防止教室では、県警本部生活安全部の岸下志保様を講師にお

招きし、薬物の怖さを再確認しました。携帯電話安全教室では、県メディア安全指導員であ

る本校の松永憲一教諭から情報モラルの大切さを指導していただきました。野球部・コーラ

ス部・吹奏楽部の壮行式等にご参加いただいた保護者の皆様、ありがとうございました。  

 
  



 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

                        

                   

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♪８月の主な行事予定♪ 
４日（金）ハンドボール部インターハイ

福島県～１０日（木） 

５日（土）３年対外模試 ～６日（日） 

８日（火）3 年夏季補習前期終了 

９日（水）登校日（平和学習） 

１０日（木）就職申込校内締切 

１１日（金）山の日・夏季休業中閉庁日 

              ～１６日） 

１８日（金）夏季補習後期開始 

２３日（水）夏季補習後期終了 

２４日（木）前期授業再開・課題テスト 
3 年就職申込開始 

２５日（金）1 校時短縮授業 

オープンスクール 

２８日 (月) 3 年就職面接練習Ⅱ(～9/1) 

２９日（火）生徒会役員立会演説会 

      及び投票 

 

オープンスクールのご案内 
 

平成２９年８月２５日（金）に本校において 

オープンスクールが実施されます。 

 ９：１５～ 受付 

 ９：４０～ 学校紹介（ビデオ） 

 ９：４５～ アトラクション（コーラス部） 

１０：００～ 全体説明 

１１：００～ 授業体験または部活動体験 

１２：００～ 引率者説明会 

１２：３０  アンケート記入後終了 
 

本校に関心を持っている中学生・保護者の皆様の

参加をお待ちしております。参加を希望される場合

には，各中学校を通して申し込みください。 
 

 

前期授業再開・登校日日程 
本校は前期・後期から成る 2 学期制を採

っており、７月２１日から８月２３日まで 

夏季休業に入ります。８月２４日から授業 

が再開される(課題テスト・容儀指導があり

ます・昼食の準備を忘れないこと！)わけで

すが、９月１０日(日)に体育祭を控えてお

り、８月２８日(月)からは、体育祭前特別時

間割が組まれています。夏季休業中も規則

正しい生活をこころがけて下さい。 

◇    ◇   ◇ 

８月９日の登校日には平和学習が予定さ

れています。(8:40 SHR、11:40 終了) 

NPO 法人 佐世保空襲を語り継ぐ会の山本 

邦孝氏が来校され、佐世保空襲について講

演をされる予定です。 

※８月２４日(木)課題テスト・容儀指導 

マナー講座                  第３学年 

7 月 11 日に、西鉄国際ビジネスカレッジの甲斐奈奈先生をお招き 

して、３年生を対象に「面接試験に挑む心構えとマナー」の講演 

会を開催しました。第一印象について・立ち方・お辞儀の仕方・ 

面接での答え方など、実践に即したお話ばかりで、全員真剣な表 

情でメモを取っていました。実践指導では、面接の練習を数名の 

生徒が実践し、その難しさに苦戦している様子が伺えました。 

７月後半から面接練習も始まります。ぜひ今日の講話を生かして 

頑張ってほしいものです。 

学年別 PTA開催 
7 月 18(火)、19 日(水)に学年別

PTA が行われました。これは、昨

年度まで行われていた地区別懇談

会に変わるものとして、本年度から

実施されたものです。まず、大講義

室で全体会があった後、各学年に分

かれて、学年別PTAがありました。 

１学年は「科目選択についての説

明」、２学年は「座談会」、３学年は

「進路講話」についてと、それぞれ

の学年で独自の取り組みがあり、そ

の後、学級別個別面談があり、中身

の濃い有意義な時間となりました。 
参加者…18 日 74 名、19 日 92 名 

 



  

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏季補習及び就職面接練習について  進路指導部主任 山田 音市  

前半：１・２年生は７月２１日（金）から３１日（月）までの７日間 

      ３年生は７月２１日（金）から８月８日（火）までの１３日間 

後半：全学年とも８月１８日（金）から２３日（水）までの４日間 

 上記の日程で夏季補習を行います。８時３０分から始まり１・２年生は１日４時間

で、３年生は１日６時間の補習授業となります。 

３年生は受験に向けていよいよ待ったなしの時期となりました。この夏しっかりと

力をつけて、その後の入試にチャレンジして欲しいものです。１・２年生は補習に対

する予習・復習を着実に行い、基礎力強化に努めましょう。また、同時期に３年生の

就職面接練習が行われます。９月１６日からの就職試験に向けて勉強はもちろん、自

分の考えを述べる力も身に付けましょう。 

 

誠！勢！清峰！～真をつらぬけ～ 

野球部･コーラス部･吹奏楽部壮行式 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
７月４日（火）本校体育館において、野球部・コーラス部・吹奏楽部の長崎県予選

大会の壮行式が行われました。３つの部の堂々とした入場行進のあと、校長先生、生

徒会代表からの激励の言葉に続き、主将及び各部長が力強く決意表明を行いました。

またコーラス部は野球部へ激励の想いを込め「栄冠は君に輝く」を熱唱しました。そ

の後、吹奏楽部とコーラス部がそれぞれコンクールで合唱・演奏する曲を披露し、館

内は美しい音楽とハーモニーに包まれました。各部のご健闘をお祈りします！ 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

全国高校野球選手権長崎大会 結果報告 

＜１回戦＞対 島原農７－０（７回ｺｰﾙﾄﾞ） 

＜２回戦＞対 佐世保南 ６－０ 

＜３回戦＞対 大村工２－１ 

＜４回戦＞対 長崎北 ７－１ 

＜準決勝＞対 長崎日大 ６－４ 

＜決 勝＞対 波佐見２－４(延長 10回) 

◇       ◇ 

惜しくも甲子園出場まであと一歩で

した。応援ありがとうございました。 

 

吹奏楽部 7 月 22 日（土）アルカス佐世保 

課題曲：マーチ・シャイニングロード 

自由曲：祝典のための音楽…“銀賞” 

 

 

コーラス部  

●7/16 九州合唱コンクール県予選 

“金賞”＊28 年連続九州大会出場 

●7/28（金）Ｎコン県大会（諫早） 



薬物乱用防止教室・携帯電話安全教室 

「長崎っ子の心を見つめる教育週間」に合わせて、７月５日に            

薬物乱用防止教室および携帯電話安全教室の講話を実施しまし           

た。今年長崎県では高校生が大麻所持の疑いで書類送検される        という事

件が発生しており、遠い存在ではなくなってきています。               

講話では、薬物使用は本人だけでなく周囲の人の人生まで狂わ            

せてしまうことや断る勇気の大切さを、携帯電話・スマート             

フォン使用においても、ＴＰＯ（時間・場所・場面）をわきまえることができないと、依

存症になったり他人の名誉を傷つける行為に及ぶ危険性があることを学びました。われわ

れ大人が子どもたちをしっかりと指導し、見守っていく必要性を改めて感じた講話でし

た。     

 

暑さに負けず、全力プレー！～第１回球技大会～ 
 梅雨明け間近の７月１９日（水）、第１回球技大会が開催され 

ました。新クラスでの初めての大きな対抗行事ということで、 

どのクラスも一致団結し、競技に応援に、精一杯頑張りました。 

また３学年そろっての大会ということで、１・２年生にとって 

先輩達との交流をより一層深める良い機会となりました。 

球技大会の開催にあたり、生徒会役員と体育委員を中心に準備 

を進めてきました。また、当日は運動部による準備や審判の協力を得て、無事に終了すること

ができました。皆さんのご協力ありがとうございました。 

男子サッカー  男子バレーボール  女子バスケットボール  女子ドッジボール 

優 勝 1-4   優 勝 2-1   優 勝 3-1     優 勝 3-2 

準優勝 1-3   準優勝 2-4    準優勝 3-3     準優勝 3-4 

３ 位 2-2  ３ 位 2-3    3 位  2-2       3 位 3-3 

 

 系列・科目選択について 
１年生は、科目選択ガイダンスを受けながら、進路希望に応じた科目の選択をしていきま

す。科目選択の流れは、次のとおりです。 
  

６月下旬      科目選択の説明 

 ７月中旬      第１回科目選択調査票の提出     

 ７月１８日・１９日 １年生保護者対象 科目選択ガイダンス 

 ７月～ ９月    個人面談 

 ９月～１０月    三者面談 

 １０月中旬     第２回科目選択調査票提出（最終決定） 
 

１年生の科目選択で、２年次・３年次の科目も決定します。なお、決定後は原則変更がで

きませんのでご注意ください。本校では、希望進路に応じてきめ細やかな多くの科目を設定

しております。生徒の皆さんには、進路についてよく考え、自分の進路実現に役立つ科目選

択をしてほしいと思っています。保護者の皆さまにおかれましては、夏休みを利用して、お

子様へのアドバイスをぜひお願いいたします。 

 

 

総合優勝 

３年３組 

２年４組 

 


