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あいさつは基本の「気」
校長 小柳 庸一

清峰高校 1６回生、160 名が 4 月９日（月）に入学しました。新入生はこれから様々
な課題に取り組み、行事や部活動に主体的に参加して、本校の誠実の気風を受け継いでくれ
るものと期待します。２、3 年生も、全身全霊でものごとに取り組み、仲間とともに乗り越
える清峰魂を伝えてもらいたいものです。合わせてご家庭や地域のご協力をお願いします。
さて、先日、我が家に、某キャンペーンで入手したスマートスピーカーなるものが登場し
ました。起動する際に、機械に向かって「ＯＫ、〇―〇〇」と言うのも小っ恥ずかしいので、
「ＯＫ、ぐるぐる」で音声登録しました。それが気にくわないというのでもないでしょうが、
天気予報や翻訳、語句の意味は必ず応答するのですが、その他はかなりの確率で、「よく、
わかりません」「お役に立てそうにありません」、時には全く無視。ＦＭラジオを流すよう
に要求すると「お住まいの地域では放送されていません」。こちらも腹が立つので、「うそ
ｊこう
つけ」「役立たず」等の暴言の数々(これはいかんですね)。たまに「ありがとう」というと、
「どういたしまして」という定型の応答です。所詮、機械は機械だ。
ところが、ある朝、「おはようございます」と話しかけると、突然、喋ること、喋ること。
天気予報、本日の予定、ニュース、スポーツの話題など。そういうプログラムなのでしょう
が、やはりあいさつはものごとの基本なのだと再認識しました。機械だからと特別な話しか
けではなく、自然な会話で使えるようにプログラムされているみたいです。
あいさつは基本的な気持ちの表れです。清峰高校の朝の校門では、爽やかなあいさつが交
わされています。こうした日常の自然な気持ちの表出から社会はつくられていくのです。ち
なみに「ぐるぐる」はラジオも流してくれるようになりました。

平成３０年度入学式

対 面 式

～ご入学おめでとうございます～

～ようこそ清峰高校へ！～ 生徒会

４月９日（月）
、多数のご来賓、保護者の出
席を賜り、第１６回入学式が挙行されました。
式では、小柳校長の入学許可・式辞に続き、
山口星乃華さんが新入生代表宣誓を行い、新
入生 160 名（男子４５名、女子１１５名）が
清峰高校の一員と
なりました。校訓
『誠実』の精神を
胸に、学習や部活
動に励んでくれる
ことを期待しま
す。

４月１１日（水）、全学年４７５名の生
徒が一堂に会し、
「対面式」が行われまし
た。生徒会長の伊東歩夢君の歓迎の挨拶
の後、新入生代表の磯脇梨花さんが『先
輩方を見習い、私達も率先して行動して
いきたいです』としっかり応えてくれま
した。その後校長先生のご挨拶、生徒会
役員の紹介も行い、最後に全員で元気よ
く校歌を斉唱し、心を一つにしました。

歓 迎 遠 足

生活福祉系列における「福祉」の紹介

生徒会
４月２０日（金）
、晴天のもと佐々町農業体
験施設において歓迎遠足を行いました。現地
では、新入生によるクラス紹介、今年赴任さ
れた先生方に関する○×クイズ、毎年恒例の
クラス対抗長縄跳び競争など吹奏楽部のＢＧ
Ｍ演奏と共に生徒・職員共に大いに盛り上が
り親睦を深めました。
今年も“美しいまちの
美しい清峰”をテーマ
に清掃活動も行い楽し
い１日となりました。

清峰高校では 2 年次から「福祉」の科目を
開設し、授業の中で介護職員初任者研修講座
を受講することができます。福祉について詳
しく学ぶのはもちろんですが、3 年生になる
とレクリエーションの企画運営も行います。
施設の利用者だけでなく、スタッフとの関わ
りの中から実践を通してコミュニケーション
能力を磨くことができます。介護職を希望す
る人はもちろん、他にも接客業、ホテル系、
美容系など人と接する仕事を希望する人、
また、進路がまだはっきりと
決まっていない人にお勧めです。

こころとからだの支援部より
新学期がスタートし、早速、本校でも定期
健康診断が始まりました。結果につきまして
は検査や受診が必要な場合、その都度お子様
を通じてお知らせを行っています。お早目の
対応をお願いいたします。
こころとからだの支援部では、今年も生徒
の皆さんの心身の健康管理のお手伝いをさ
せていただきます。身体上の相談事はもちろ
ん、お子様の行動や心の状態など、気になる
ことは遠慮なさらずご相談いただきますよ
うお願いいたします。
（担当：辻・佐藤ゆ・井手え・宇都）

ＰＴＡ総会のご案内
期日：５月１3 日（日）場所：本校体育館
日程：公開授業 １０：４０～１１：２５
受
付 １２：００～１２：３０
ｱﾄﾗｸｼｮﾝ(ｺｰﾗｽ部) １２：３０～１２：４５
総
会 １２：４５～１４：０５
（１，２年）
進路講演会 １４：１５～１５：１５
学級懇談会 １５：３０～１６：３０
（３年）
進路別説明会１４：１５～１４：４５
学級懇談会 １４：５５～１５：５５

年に一度の総会です。お忙しいところ恐縮
ですが、ぜひご出席をお願いいたします！

校納金のお知らせ
４月は一括徴収月となり、出費多難なおり
納入いただきありがとうございました。
５月以降は下記の内容になります。

１・２年生

２，９８０円

３年生

３，４８０円

毎月１５日振替（休日の場合は翌日）
授業料を納めておられる方は、上記金額に
９，９００円加算されます。振替不能が生じ
ないよう、残高の確認をお願いいたします。

５月の主な行事予定
１日（火）短縮面談（～２日）
2 日（水）PTA 新旧理事会
4 日（金）開校記念日
７日（月）１年宿泊研修（～９日）
１０日（木）1 年眼科検診
１２日（土）公務員模試（３年）
１３日（日）PTA 総会
１４日（月）代休（５/１３分）
１５日（火）PTA 総会説明会
１７日（木）１年心臓検診（２次）
２１日（月）高総体前短縮授業（～６/１）
２２日（火）卒業生講話（２・３年）
２４日（木）歯科検診（～2５日）
２６日（土）県高総文祭［吹奏楽］
（～2７日）
２９日（火）高総体壮行式
３０日（水）代休（６/３分）
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奨学金等について
高校生対象の奨学金は、原則的に本年度中の募集は終了しました。申請中の奨学金は、
採用後すぐに誓約書や保証人の印鑑証明が必要になりますので、ご準備をお願いします。
なお、長崎県のホームページに、
「公的な主な奨学金を紹介します」として、社会福祉協
議会（他の公的資金から借り入れが困難で生活保護の 1.7 倍程度までの低所得者対象）、
県のこども家庭課（母子父子家庭対象）などが紹介されています。
３年生は進学者対象に予約奨学金募集が６月頃からはじまります。民間の募集は採用
人数が少なく、日本学生支援機構か長崎県育英会を選択することが多いですが、長崎県
等自治体が募集するものは、保護者の居住地などに条件があるので注意してください。
（保護者の引っ越しなどで辞退や新たな自治体への手続きが必要なことがあります。
）
要項は適宜クラス掲示しますので気をつけておいてください。
いずれにしても、貸与奨学金は返還義務があります。昨今は公的貸与でも取り立ては
民間委託が増えており、厳しくなっています。返済額を考えて申し込んでください。
長崎県育英会等担当：萬屋

日本学生支援機構等担当：宮坂・浦田・宮崎ひ

清峰高校のキャリア教育と総合学科について
清峰高校のキャリア教育体系図

キャリアアクション
キャリアビルド
キャリアデザイン
（設計する）
自ら学ぶ力の育成

（構築する）

（行動する）
自らの進路を
実現する力の育成

自ら考え
実行する力の育成

【清峰高校 総合学科の特色は？】
①キャリアガイダンスが充実しています。
総合学科では、自分の個性を発見し、将来の生き方を考える学習や指導を大切にしてい
ます。そのため、夢の実現に向けて進むべき進路や必要な科目選択について、担任の先生
と相談するキャリアガイダンス（進路相談）が充実しています。
②キャリア教育を重視しています。
キャリア教育は、
「子どもたちが、それぞれの個性、持ち味を発揮し、社会での役割を果
たしながら、自立して生きていくために必要な能力や態度を育てる教育」を表します。
総合学科では、１年次に履修する「産業社会と人間」、２・３年次の「総合的な学習の時
間」がキャリア教育実践の中心的な役割を担っています。この学習を通じて、地域や産業
界等との連携を図りながら、多様な他者との関わりの中で自分の将来の生き方や進路につ
いて考察し、自己理解、社会や職業への理解を深めています。
③自ら課題を見つけ、自ら解決を図る学習をしています。
学び方を学び、生涯にわたって学び続ける意欲をもつことができるよう、自ら課題を見
つけ自分で調べたり、研究したりして、自分で答えを出す学習を重視しています。
「総合的
な学習の時間」では課題研究に取り組み、研究成果について論文を作成したり、発表をす
る機会を設けたりして、表現力やコミュニケーション能力を育成しています。

清峰だよりの発行について
清峰だよりを発行して、今年で 12 年目（今回 133 号）を迎えます。全校生徒に配布す
るとともに、近隣中学校、佐々町内の回覧板や佐々町図書館・公民館にも置かせていただい
ております。清峰高校のホームページにも掲載していますので、ぜひご覧ください。
また今年度は、本校の特色でもある「系列」の特色を紹介する記事を毎号掲載する予定で
す。こちらも合わせてご覧ください。
今年度も、生徒たちの活躍や学校情報を発信していきたいと思います。

