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歓迎遠足 

４月１２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。まず吹奏

楽部の“銀河鉄道 999”の演奏をバックに、拍

手と共に新入生を迎えました。その後、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生徒・職員共に

大いに盛り上がり親睦を深め 

ました。下山前には今年も 

“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。 

 

 

 

4 日（土）開校記念日 

7 日（火）教育実習（～5/31） 

8 日（水）１年宿泊研修（～10 日） 

１1 日（土）公務員模試（３年） 

１3 日（月）代休（５/１8 分） 

14 日（火）生徒総会 高総体抽選会 

１5 日（水）１年心臓検診（２次） 

１7 日（金）悩み・いじめ調査 

18 日（土）ＰＴＡ総会 

20 日（月）高総体前短縮授業（～5/30） 

21 日（火）卒業生講話（２・３年）、ＰＴＡ総会説明会（19：00） 

23 日（木）歯科検診（～24） 

25 日（土）県高総文祭［吹奏楽］［コーラス］（～26） 

28 日（火）高総体壮行式 

29 日（水）代休（6/1 分） 

31 日（金）高総体開会式 

現在の日本は、社会のめまぐるしい変化により、世の中の価値観も日々変わっているのではないかとさえ思

える状況です。教科書もない、正解もない社会の中で、周りがどのように変化しても、人として何が大切なの

か、どう生きていくのかについて、ぶれずにしっかり考えられる人に成長してほしいと願っています。 

人生は選択の連続です。みなさんが清峰高校での生活を選んだのも大きな選択であったと思います。中には、

人から勧められて決めたという人もいるかもしれませんが、最終的に決めたのは自分です。自分で決めたこと

が確認できれば、覚悟が生まれ、自分のなすべきことが見えてくるのではないでしょうか。 

そこで、高校生活の質を高めるために、次の３つのことを意識して時間を過ごしてほしいと思います。 

１つ目は、学ぶことから逃げないことです。学校は学ぶところです。新しい知識や技術を得る、疑問に思っ

たことを解決するという学ぶチャンスはいくらでもあります。大きな問題にぶつかった時に、そこから目をそ

らさず逃げ出さず、人とのつながりを武器に、解決に向かう努力ができるようになってください。その学びの

時間は、自分を豊かにし、真実を見る目や確かな判断力を身につけることにつながっていくのです。 

２つめは、基本を大切にするということです。基本＝土台となります。土台がぐらついていては、その上に

いくら知識を積み上げていっても安定しません。基本を大切にする姿勢が、物事の本質を見る目を養うことに

つながり、もしかしたらあなたを次の成功に出会わせてくれるかもしれません。 

３つめは、学び方を学ぶことです。学び方を知っているということは、新しいことにチャレンジするときの

ヒントになることもあるでしょう。これは、困ったときに解決への道筋が見えるということにもなり、きっと

あなたの強みになると思います。 

皆さん一人ひとりが、この３つのことを、意識して本校での時間を大切に過ごしていく中で、「輝く瞬間」

をたくさん作っていってほしいと思います。 

清峰高校は、みなさんを一生懸命応援します。 

 

 

 

輝け！清峰高校 

校 長  靍田 圭子 

 

５月 

 
対 面 式 

～ようこそ清峰高校へ！～ 

 ４月１２日（金）、歓迎遠足の出発前、全学年４６９

名の生徒が一堂に会し、「対面式」が行われました。

生徒会長の若杉昭太君の歓迎の挨拶の後、新入生代表

の田島陽汰さんが『先輩方に教わりながら勉強や部活

動を頑張りたい』としっかり応えてくれました。校長 

先生から“努力は足し算、協力は

かけ算”のお話をいただいた後、

歓迎遠足へと元気よく出発しま

した。 

平成 3１年度入学式 
～ご入学おめでとうございます～ 

4 月 8 日（月）、多数のご来賓、保護者の出席

を賜り、第１7 回入学式が挙行されました。式

では、靍田校長先生の入学許可・式辞に続き、

築地優香さんが新入生代表宣誓を行い、新入生 

160 名（男子 56 名、女子 

１04 名）が清峰高校の一員と

なりました。学習や部活動に励

んでくれることを期待します。  

 

PTA 総会のご案内 
期日：５月１8 日（土）場所：体育館 

日程：公開授業  10:40～11:30 

   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 

今年は、土曜日に開催します。多くの保護者

の方々の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。 

生活福祉系列における「福祉」の紹介 

2 年生から「福祉」の科目を開設し、授業の

中で介護職員初任者研修を受講することができ

ます。福祉について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を企画して近隣

の福祉施設で実習します。利用者さんと実際に

交流することでコミュニケーション能力を高め

ることができます。介護職を希望する人はもち

ろんですが、他にも接客業、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。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：佐藤ゆ・井手・中里・木村） 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 清峰高校のキャリア教育と総合学科について 

                                 ３年次 

                 ２年次 

   １年次            

 

キャリアデザイン 

（設計する） 
自ら学ぶ力の育成 

 

【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。 

 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。 

今年度の新転任者です 

氏名 教科･所属学年等 部活動顧問 前任校など 

靍田 圭子 校長  佐世保中央高校 

四辻 義仁 事務長  松浦高校 

柴田 理恵 国語・２学年 男子ソフトテニス 波佐見高校 

前山 弘二 商業・１学年 バドミントン 宇久高校 

金本 健一 英語・１学年 男子バスケットボール 佐世保工業定時制 

城戸 あゆみ 福祉・３学年 卓球 新規採用 

小森 有紗 家庭・２学年 吹奏楽 新規採用 

深谷 秀光 商業・１学年 バドミントン 佐世保東翔 

平野 光明 商業・２学年 男子ソフトテニス 佐世保商業 

乙成 隆仁 数学・２学年 サッカー 佐世保工業定時制 

山崎 銀河 地歴公民・２学年 野球 壱岐高校 

岳野 輝生 数学・１学年 陸上競技  

板井 留実子 理科・２学年 情報処理 佐世保工業 

中里 友香理 養護 女子バスケットボール 島原特別支援 

木村 友紀 養護 陸上競技 新規採用 

村上 美和子 手話   

 

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 13 年目（今回 140 号）を迎えます。生徒を通じてご家庭に配付す

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。 

また今年度も、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。  

 

奨学金等について 

高校生対象の高校在学中の奨学金は、原則的に本年度分の募集は終了しました。現在申請中の奨学金は、

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：金本、城戸  日本学生支援機構等担当：佐藤、杉、安達、中野 

 

 本年度最初の清峰だよりです。清峰高校の特

色、見どころ、行事などをたくさん紹介して

いきます！お楽しみに！ 

 
２か月ごとに発行し

ます！今年もよろし

くお願いします。 

 

 
清峰高校イメージキャラクター 

セイくん、ホウちゃん 

キャリアビルド 
（構築する） 
自ら考え 

実行する力の育成 
 

キャリアアクション 

（行動する） 

自らの進路を 

実現する力の育成 
 


