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文化祭のご案内

１・２年生三者面談

今年度のテーマ「清華伝承」

～ 我らがつくる青春祭 ～
【１０月２５日（木）体育館】

天に願いが通じた体育祭
体育科主任

井手 英介

平成 30 年 9 月 9 日、前日からの雨で準備もできず、当日も朝方まで小雨が降り続いていました。天
気予報とにらめっこしながら体育祭を実施するか否か、迷いに迷いましたが、きっと天が味方してくれる
と信じ、決行することを決めました。時刻は 6 時 30 分、グラウンドにはすでに多くの生徒たちが集まっ
てくれていました。まだ小雨が降り続いていましたが、グラウンド整備にテントの設営など手際よく準備
を進めてくれ、8 時には準備万端。後は天気が回復する事を待つだけ。すると平戸方面の山がくっきり見
え出し、佐世保方面の空には日が射してきました。「いける」と確信し、開始の号砲。全校生徒が胸を張
った行進、各ブロックのために力一杯競技に励む姿、そして何よりも笑顔が溢れた応援合戦。総合優勝も
最後の最後までわからない白熱した展開で観ている方々もハラハラ、ドキドキしながら盛大のうちに幕を
閉じました。心配していた天気も終わる頃には暑かった夏の陽射しが戻ってきました。まさに清峰魂が天
に届いたのだと思いました。
山本五十六元帥の「やってみせ 言って聞かせて させて見せ ほめてやらねば 人は育たず」という
言葉があります。まさに今年の 3 年生は、自ら先頭に立ち自ら実践することで
後輩たちを導き、この言葉を具現化してくれ
ました。来年は 17 回を迎える体育祭。
次は文化祭ね、
行事で盛り上がる
この伝統が続くことを期待しています。
楽しみだわ！！
清峰高校！

体育祭を終えて

（保護者向け公開日）
合唱コンクール予選
９：５０～ １学年予選
１１：５０～ ２学年予選
１４：２５～ ３学年予選

１２：４５～
１３：００～
１６：１０～

（保護者公開日）
開会行事
合唱コンクール本選
有志団体発表

１0 月
～２日（火）第２回考査
２日（火）前期終業式
３日（水）～８日（月） 秋季休業日

【１０月２８日（日）体育館・各会場】
（一般公開日）＊時間は予定です
９：２５～
オープニング
合唱ｺﾝｸｰﾙ金賞ｸﾗｽ発表
コーラス部合唱
吹奏楽部演奏
１１：１５～
展示・模擬店・PTA バザー
１４：００～
閉会行事

３日（水）～５日（金） ３学年学習会

１０月
５日（金）英語検定

ＰＴＡ球技大会

６日（土）３年土曜補習 学校説明会(本校)
９日（火）後期始業式 生徒会役員・後期委員任命式
１１日（木）ＰＴＡ役員会
１０日（水）補習Ⅱ再開
15 日（月）～24 日（水）文化祭前短縮授業
１３日（土）学校説明会(本校)
１３日（土）・１４日（日）３年対外模試
２１日（土）３年土曜補習 三地区ＰＴＡ研修会

体育祭もすごかったね！

２１日（土）・２２日（日）１・２年対外模試
２３日（火）代休

部活動報告

黄ブロック
青ブロック
黄ブロック
赤ブロック
2年4組

２５日（木）合唱ｺﾝｸｰﾙ予選
２６日（金）文化祭準備・設営

コーラス部

清峰高校
イメージキャラクター
セイくん ホウちゃん

ブロック長からのコメント
青ブロック 谷川葵依
体育祭お疲れさまでした。青ブロックは雰
囲気がよく、応援練習がとても楽しかったで
す。競技の部では、その仲の良さを生かして
優勝することができました。青組のみんな本
当にありがとう。
これからは文化祭になりますが、
「青組ファ
ミリー」の一員として助
け合いながらいい文化祭
にしていきましょう！

行事予定

【１０月２７日（土）体育館】

各部門の優勝ブロック・学級
総 合 の 部
競 技 の 部
応 援 の 部
の ぼ り の 部
学級対抗リレー

9 月から 10 月にかけて、1・2 年生を対
象に三者面談を行っております。１年生は来
年度の系列及び科目選択の最終確認を中心
に、２年生は卒業後の進路等について話し合
っています。これから、生徒一人ひとりが進
路実現に向けて目標をもって歩み始めてい
きます。保護者の皆様、お忙しい中の来校あ
りがとうございます。

赤ブロック 永井湧真
私たち赤ブロックは、総合優
勝を目指してこれまで団結して
頑張ってきました。優勝するこ
とはできませんでしたが、応援
はこれまでで一番盛り上がり、
悔いもなく最高の体育祭となり
ました。ステキ
な日曜日でした。

黄ブロック 八戸 塁
今年の体育祭は、雨が心配される
中、実施できたのでとても嬉しかっ
たです。黄組は全員が全力でヒヨコ
になってくれました。ヒヨコは一匹
では勝てないのでみんなで頑張ろう
という声かけにしっかり応えてくれ
ました。ヒヨコ
軍団サイコーで
した。

２７日（土）文化祭・合唱ｺﾝｸｰﾙ本選

第 85 回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール
九州沖縄ブロックコンクール 銀賞
第 73 回九州合唱コンクール
金賞
吹奏楽部
第 63 回長崎県吹奏楽コンクール
男子バスケットボール部
第 50 回県北地区長崎新聞社杯
卓球部
佐世保地区卓球新人大会
女子学校対抗
第３位
女子シングルス 第３位

２８日（日）文化祭
２９日（月）代休

１１月
銅賞

２日（金）高総体駅伝
３日（土）・４日（日）対外模試（３年）
４日（日）英検２次

第３位

６日（火）マナー講話（１年）
９日（金）漢字検定 県総文祭（諫早） 統一あいさつ運動
１０日（土）土曜補習（３年）
１１日（日）全商電卓検定

久保川唯

長崎県音楽コンクール
声楽部門
金賞 井手杏奈 井手萌々花
銀賞 松田彩那 平山英恵
銅賞 藤崎真侑人 大浦心菜
金管楽器部門 銅賞 矢ヶ部妃乃

１３日（火）芸術鑑賞会
１７日（土）土曜補習（３年）
１９日（月）考査時間割発表
20 日（火）ＤＶ防止教室
２２日（木）能力開発講座
２５日（日）全商ビジネス文書検定
２６日（月）～30 日（金）第３回考査

平和学習について

生徒応急手当講習会
９月１３日（木）
、部活動の代表者に向けて応急手当講習会を実
施しました。ＪＲＣ部員や保健委員の協力を得て、１１９番通報
の仕方、ＡＥＤの設置場所を確認するとともに、簡単な傷の手当
や止血法、突き指・捻挫など、日頃の部活動で発生しやすい事故
やケガに関する具体的な応急手当の方法を確認しました。
また、実際に人形を用いて心肺蘇生法とＡＥＤの使用方法の実
習も行いました。運動部の生徒にとって部活動中のけがは身近な
問題であるため、どの部活動生も真剣な態度で参加することがで
きました。
「大切な命を自分達で守る」という意識を、１人ひとり
が自覚することができる講習会となりました。

科 目 選 択

全国総文祭

現在１年生では、ガイダンスを経て、２・３
年時に受講する科目の選択をしています。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
科目選択調査票の提出
７月～ ９月 個人面談
９月～１０月 三者面談
１１月
科目選択確認書提出
（最終決定）
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。

８月１１日（土）に長野県松本市で開催され
た全国高等学校総合文化祭合唱部門に本県代表
としてコーラス部が出場しました。長野県出身
の作曲家若林千春氏編曲の「となりのトトロ」
と争いのない平和な世界への祈りを込めて「瑠
璃色の地球」の２曲を披露しました。ユニーク
な演出も取り入れ、観客の皆様に楽しんでいた
だくことができました。その他、全国の高校生
と交流することもでき、素晴らしい経験をさせ
ていただきました。
これを糧にこれから
もさらに頑張りたい
と思います。

PTA 地区研修
10 月 20 日（土）、平戸市中部ふれあいセン
ターにおいて、長崎県公立高等学校 PTA 連合会
地区別研修会（平戸・松浦・北松地区）が開催
されます。本校の元校長 溜美恵子先生による
講演や、猶興館高校 PTA による研究発表が行わ
れます。まだまだ、間に合いますので参加希望
の方は担任にご連絡ください。

ＰＴＡ研修旅行に行ってきました
９月１５日（土）
、毎年恒例の PTA 研修旅行
が行われました。今年は、福岡県と大分県を訪
問しました。総勢 2０名の一行は、ＮＨＫ朝ド
ラ「花子とアン」でもおなじみの旧伊藤伝衛門
邸からスタートし、嘉穂劇場の見学。サッポロ
ビール日田工場での昼食後、太刀洗平和祈念館
を見学し、無事学校へ帰還しました。

研修部副主任

酒井 泰宏

８月９日（木）、７３回目の「長崎原爆の日」を迎え、平和学習を実施しました。この日のために６
月下旬から各クラスの平和学習委員（ＨＲ委員）や生徒会役員を中心に事前準備を進め、平和集会当日
の運営（司会進行など）も生徒が担当しました。
まず、事前学習として７月２日～６日の清心の時間（朝の１０分間読書）に補助教材『長崎の文学』
（教育研究会）所収の原爆文学作品に触れました。
８月９日平和集会では、被爆体験伝承者等派遣事業に携わっておられる久家江光子先生をお招きし、
演題「田川博康さんの被爆体験」で講話をしていただきました。その後、生徒会長による「清峰平和
宣言」の朗読が行われ、採択されました。生徒たちは真剣に集会に臨み、恒久の平和を願う気持ちを
強くしていました。
集会終了後、生徒たちは各教室に戻り、原爆投下時刻の 11 時２分には校内放送（平和学習委員が担
当）による合図にしたがって全員で黙祷を捧げ、原爆で亡くなった方々の冥福を祈りました。最後に、
全校生徒が提出した「平和へのメッセージ」の中から制作した作品集を委員会の代表が朗読し、それを
聴きながら平和についての思いを深めました。
戦後７３年を迎え、これからの平和を担う若者として、全員が心を一つにして平和の尊さと自分たち
の役割を考える貴重な大切な時間になりました。
～「平和へのメッセージ」作品集より～
平和とは小さなことから 積み重ね
消えゆく過去に語りかける
あの日の悲鳴は

「あなたのお陰で今があります」

聴こうとしないと聴こえない

日本は今、平和かもしれない。でも、世界が平和でないなら、
「平和」と笑顔で言えない。
戦争があったこと、原爆が投下されたということ、そんな悲しい出来
事があったということを、忘れてはいけない。忘れさせてはいけない。
平和は私たちから。

人間コミュニケーション・
公務員系列の紹介
公務員試験は出題範囲が広いので、早くから対
策に乗り出す必要があります。よって授業も公務
員試験に直結した内容となります。２次試験では
面接試験も実施されるので、時事問題にも精通し
ていた方がよいです。毎年 20 名前後で構成され
ており、昼休み週３回の適性試験対策演習や夏季
補習なども和気あいあいと取り組んでいます。目
標が明確で切磋琢磨できる環境なのが公務員系列
の特徴です。

清峰だよりイメージキャラクター
を制定しました
清峰高校、清峰
だよりを紹介す
るイメージキャ
ラクターを作り
ました。モデル
は校章にも登場
するシラサギで
す。よろしくお
願いします。

セイくん ホウちゃん

