
  
 
 
 
 
 

 

 

ブロック長からのコメント 

 

体育祭を終えて 

各部門の優勝ブロック・学級 

総 合 の 部 赤ブロック 

競 技 の 部 赤ブロック 

応 援 の 部 赤ブロック 

の ぼ り の 部 赤ブロック 

学級対抗リレー ２年３組 

 
 

 

行事予定 

文化祭のご案内 

今年度のテーマ「清華
せ い か

伝承
でんしょう

」 

～清
こ

峰
こ

が私たちのａｎｏｔｈｅｒ ｓｋｙ ～ 
 

【１０月２４日（木）体育館】 
（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 

【１０月２６日（土）体育館】 
（保護者公開日） 

１２：４５～  開会行事 

１３：００～  合唱コンクール本選 

１５：３０～  有志団体発表 

【１０月２７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 
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青ブロック 久保川 魁大 

体育祭お疲れ様でした。体育祭を開催するに

あたってご協力してくださった方々、本当にあ

りがとうございました。青組のみんなはとって

も明るくて笑顔が眩しい応援を作り上げること

ができました。楽しくできたのも 1 年生・2 年

生がいたからです。3 年生もブロックを引っ張

ってくれてありがとう。みんなの元気と笑顔で

雨上がりの空も体育祭も輝いていました。 

１・２年生三者面談 

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。 

部活動報告 
 コーラス部  

第 8６回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール 

長崎県コンクール 銀賞 

第 7４回九州合唱コンクール   金賞 

 吹奏楽部  

第 6４回長崎県吹奏楽コンクール 銀賞 

 卓球部  

佐世保地区卓球新人大会  

女子学校対抗  第１位 

女子シングルス 第１位 井上琴菜 

 長崎県音楽コンクール   

 声楽部門  金賞 平山英恵、吉田麻耶 

       銀賞 梅田櫻子、大浦心菜 

          大畑希嘉 

       銅賞 針尾侑希、松下玲菜 

          吉浦太輝 

 金管楽器部門 銅賞 内山ひより 

 ソフトテニス  

 秋季佐世保地区高等学校ソフトテニス競技学校対抗戦 

 女子の部 団体 準優勝 

個人の部 優勝 冨永美織・椎山碧月ペア 

１０月 

 

～１日（火）第２回考査 

  １日（火）前期終業式 

２日（水）～４日（金） 秋季休業日、３学年学習会 

４日（金）英語検定    ＰＴＡ球技大会 

５日（土）３年土曜補習  

７日（月）後期始業式 生徒会役員・後期委員任命式 

８日（火）補習Ⅱ再開  

９日（水）ＰＴＡ役員会  

1１日（金）～2１日（月）文化祭前短縮授業 

１２日（土）学校説明会(本校) 

１２日（土）・１３日（日）３年対外模試  

２３日（水）代休 

２４日（木）合唱ｺﾝｸｰﾙ予選 

２５日（金）文化祭準備・設営 

２６日（土）文化祭・合唱ｺﾝｸｰﾙ本選 

２７日（日）文化祭 

２８日（月）代休 

２９日（火）心に響く人生の達人セミナー 

 

１１月 

 ２日（土）・３日（日）対外模試（３年）・１・２年対外模試 

５日（火）マナー講話（１年） 

６日（水）スクールコンサート、高総体駅伝 

８日（金） 県総文祭（佐世保）  

９日（土）土曜補習（３年）・三地区ＰＴＡ研修会 

１０日（日）全商電卓検定 

１６日（土）土曜補習（３年） 

１８日（月）考査時間割発表 

１９日（火）ＤＶ防止教室 

２４日（日）全商ビジネス文書検定 

２５日（月）～２９日（金）第３回考査 

 

 

 9 月 8 日、早朝からの雨で開始が 1 時間遅れましたが、「第 17 回体育祭」を盛大のうちに無事終え

ることができました。保護者の皆様、地域住民の皆様、多くの方々のご来場ありがとうございました。 

 さて、今年の体育祭ですが、例年になく雨が多くこれほどまでに体育祭練習の内容や本番の開始時間な

ど変更を余儀なくされた体育祭はありませんでした。毎年準備期間が 2 週間あるのですが、そのうち大雨

の影響で 3 日間は練習ができず、このまま間に合うのかと不安になりましたがそこはさすがの清峰生、限

られた時間の中でも最高の準備をしてくれました。特に今年の体育祭は体育祭実行委員の頑張りが素晴ら

しかったです。まずは選手選考、今までは教員主体で選手名簿を作成していたのですが、今年は 3 年生を

中心に名簿作成をしてもらいました。進路の事もあり、忙しい時期でしたが、どのブロックも期限通り提

出してくれました。また、体育祭練習でも実行委員長に練習を任せて全体指導を取り仕切ってもらいまし

た。生徒同士が工夫を凝らし自ら考える練習は何よりも素晴らしい効果があったと思います。 

 このように生徒の手で作り上げる体育祭にシフトチェンジしていく第一歩となった今年の体育祭。体育

祭本番も熱い競技の連続でした。気温も上がり熱中症も心配されるぐらいの天気になりましたが、大きな

ケガや事故もなくみんなが楽しむことのできた体育祭になったのではないかと思います。結果は赤ブロッ

クの 4 冠というものでしたが、どのブロックも精一杯の力を出し切る姿勢に胸が熱くなりました。「百花

繚乱～花咲け笑顔～」のテーマ通り、みんなの笑顔が印象的な一日となりました。 

グラウンドに咲いた多くの花たち 
体育科主任 井手 英介 

 

 

黄ブロック 池田 雅晴 

体育祭お疲れ様でした。当日は雨の影響

で時間を遅らせてのスタートになりました

が、無事実施することができて良かったと

思います。練習期間が短い中、黄組の皆さ

んのご協力のおかげで楽しい応援ができた

と思います。本当にたくさんの方の支えの

おかげで最高の体育祭になりました。あり

がとうございました。文化祭でも清峰魂を

見せましょう。 

１0 月 

 

 

 

 

雨で練習時間が 

なかったけど 

素晴らしい 

体育祭だったね 

清峰高校 

イメージキャラクター 

セイくん ホウちゃん 

 

赤ブロック 志自岐 拓真 

 今年の赤ブロックは今

までにない応援にしたか

ったので、色々不安でし

た。しかし、ノリの良さと

元気の良さで 4 冠を取る

ことができました。赤組の

みんなありがとうござい

ました。赤組サーカス団最

高！！ 

どのブロックも 

3 年生を中心に 

まとまってたね 



 

体育祭救護係 

 毎年体育祭では、保健委員男子が「担架係」、

保健委員女子と JRC 部が「応急手当係」を担当

しています。緊急時に備え、担架での搬送方法

を事前に練習し体育祭に臨みました。 

今年の体育祭は、午後から気温が上がり湿度

も高かったため熱中症が心配されましたが、保 

健委員と JRC 部が

協力して水分摂取の

呼びかけや応急手当

の補助をしてくれた

おかげで、重傷者が

出ることなく終える

ことができました。 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 年生職業人講話 

 ９月１７日（火）の５・６校時、１年生の「産業

社会と人間」の授業で「職業人講話」を実施しまし

た。職業について考え、望ましい勤労観・職業観を

育もうと、毎年本校の近隣地域に居住する職業人の

方を講師としてお迎えし、この講座を開催していま

す。今年は、佐々町役場 総務課 堀之内充さんと、

大岩可奈さんを講師として、「主役はあなた」とい

う題でお話をいただきました。 

 お二人からは、公共の仕事のやりがいや、仕事に

向かう上で大切なことなど多くの貴重なお話をし 

ていただきました。

生徒にとっては、地

域社会に貢献する

自分自身の将来像

について考える有

意義な体験になっ

たのではないかと

思います。 

 
 

 

 

平和学習について 

    図書研修部 田尻 慎二 

８月９日（金）、７４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１日～５日の清心の時間（朝の１０分間読書）に、図書研修部が作成し

た長崎原爆に関する資料をみんなで読み、知識を深めました。 

８月９日平和集会では、国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館の被爆体験伝承者等派遣事業で、朗読

ボランティアをなさっている沖 順二先生・平林 智子先生をお招きし、長崎原爆に関する朗読をし

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７４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で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～ 
 

これからも 平和よ続け 永遠に 争いごとがなかった時代 『平成』 

これからも一生 争いごとがない時代になってほしいです 

 

戦争は みんなの全てを 奪うもの 

 

平和とは この戦争の残虐さを忘れず, 未来に語り継ぎ 平和の有り難さに 気づくこと 

 

この世界をよくするために 自分ができることを 小さいことからやってみる 
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科 目 選 択 

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、決定後は原則として変更ができません

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。 

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。そのため

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、２年

次より昼休み週３回の適性試験対策演習に

も一丸となって取り組んでいます。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。 

 

PTA 地区研修 
11 月 9 日（土）、佐々町文化会館において、

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。今

回は、本校が幹事校として大会のお世話をする

ことになりました。消費生活センターアドバイ

ザーの青﨑 孔先生による講演や、鹿町工業高校

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 21 日（土）、毎年恒例の PTA 研修旅行

が行われました。今年は、福岡県を訪問しまし

た。総勢２１名の一行は、学問の神様で有名な 

太宰府天満宮のお参

り、福岡市民防災セン

ターでの防災講話と

地震体験・火災体験な

どを体験し、無事学校

へ帰還しました。 
 

 

 

 

オープンスクールが 

開催されました 
8 月 22 日（木）、中学３年生を対象としたオ

ープンスクールを実施しました。当日は、291

名の中学生が参加してくれました。15 の模擬授 

業と 7 つの部活動体

験を行いました。清峰

高校の雰囲気を 1 日

だけですが、味わって

もらい進路選択の材

料にしてもらいたい

と思っています。  
 

 

 

にこにこクリーン活動 

 毎月第 1 日曜日、佐々町周辺の清掃活動に清峰

生が参加させていただいています。地域の方々と触

れ合いながら活動することで、多くの事を学ぶ良い

機会となっています。9 月 1 日（日）にはこれま 

でで一番多く 100

人以上の清峰生が参

加してくれました。

雨の中でしたが、み

んな笑顔で活動して

くれました。 


