
  
 
 
 
 
 

 

 

行事予定 

「長崎っ子の心を見つめる」教育週間 
（図書研修部） 

7 月１日（月）～５日（金）まで午後の授業を

公開します。また、１日には携帯電話安全教室、

２日には野球部・コーラス部・吹奏楽部の壮行式、

３日には薬物乱用防止教室を、それぞれ体育館で

実施します。これを機会に、お子様の授業の様子

などを見学していただき、ご家庭での話題にして

いただきたいと思います。詳細につきましては、

先日差し上げた案内の文書でご確認ください。 

 

PTA 会長あいさつ 

 今年度も会長を務めさせてい

ただく事になりました。よろしく

お願いします。 

今年、三地区 PTA 研修会の担

当が清峰高校になっています。会

場は佐々文化会館で開催する予

定です。日頃から PTA 活動にご

理解、ご協力いただいているとこ 

ろですが、駐車場係、進行係等、会員の皆さんの力が

必要です。重ねてご協力の程よろしくお願いします。 

最後に、平成から令和へと改元され新しい時代の

スタートとなります。子供達一人ひとりが輝き活躍

するこの令和の時代もまた、平和であり、希望に満

ち溢れていることを願います。 
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令和元年度 PTA 総会 開催 

5 月１８日（土）、体育館において令和元年

度 PTA 総会が開催されました。「平成 30 年

度会務、会計決算報告」「役員改選」「令和元

年度事業計画、会計予算案」などの議事の討

議、採決が行われました。総会のあと、1・2

年生の保護者に対しては、麻生専門学校グル

ープの徳久晶子先生から『社会が求める人材

について』と題しての講演、3 年生の保護者

に対しては、6 つの進路に分かれて進路別説

明会が行われました。その後、各クラスで学

級懇談会がありました。なお総会・報告会(21

日)の出席者は、保護者 197 名（43％）でし

た。 

社会文化系列の紹介 
 この系列は、就職や、専門学校への進学を目指

す人が学びます。選択する人は、例えば事務系就職

の場合は「情報処理基礎」など、自分の進路に応じ

た特色ある科目を選択することが望まれます。就職

先の企業は、採用に当たって厳しい目で学生のみな

さんを見きわめようとします。ですから、３年間欠

席ゼロを目指しましょう。日ごろから笑顔で元気に

挨拶していると、その雰囲気は面接でも伝わりま

す。資格取得にも力を入れましょう。 

卒業生講話 
５月２１日（火）、本校卒業生による在校生に

向けての進路講話が行われました。なぜその学校

や進路に進んだのか、在学中にどのような活動を 

していたのかなど、卒業生

の皆さんの実体験に基づ

く話に、生徒たちは熱心に

耳を傾けていま 

した。 

1 年学校訪問 
 ６月１８日（火）、１年生全員が県内９校に分か

れて学校訪問を行いました。 

自分の関心のある学校を訪 

問し、将来について考える 

機会にしようと毎年行われ 

ています。上級学校の高度 

な講義を受講したり先輩方 

と交流したりして、楽しい 

時間を過ごしました。 

 

学校説明会 
6月 22日(土)に中学生とその保護者を対象と

した、学校説明会を行い、約 260 名の参加があ

りました。今年度は、前期に２回後期に１回の学

校説明会、そして夏休みにはオープンスクールを

実施します。その中で、清峰高校の良さを伝えて

いきたいと思います。 

７月 

 １日（月）求人受付開始 

長崎っ子の心を見つめる教育週間～５日 

携帯電話安全教室 

２日（火）野球部・コーラス部・吹奏楽部壮行式 

３日（水）薬物乱用防止教室 

６日（土）対外模試（全学年）公務員模試（３年） 

７日（日）対外模試（３年） 

９日（火）３年マナー講座 生徒会役員選挙公示 

１１日（木）第１０１回全国高等学校野球選手権 

長崎大会開会式 

13日（土）３年補習、小論文模試（３年） 

1４日（日）九州合唱コンクール長崎県予選 

１８日（木）球技大会 

１９日（金）全校集会､大掃除 

2０日（土）３年補習 

吹奏楽コンクール長崎県予選 

22日（月）夏季補習開始３年面接練習開始Ⅰ（～26日） 

2７日（土）３年土曜補習 

31日（水）１・２年夏季補習前期終了 

 

８月 

 1日（木）ＮＨＫ全国高校音楽コンクール 長崎県予選 

３日（土）３年対外模試 ～５日（日） 

７日（水）就職申込校内締切 

８日（木）3年夏季補習前期終了 

９日（金）登校日（平和学習） 

１１日（日）山の日 

1３日（火）夏季休業中閉庁日～１５日（木） 

１７日（土）３年土曜補習 

１９日（月）夏季補習後期開始 

２１日（水）夏季補習後期終了 

２２日（木）オープンスクール 

２３日（金）前期授業再開・課題テスト 

3年就職申込開始 

２６日(月) 3年就職面接練習Ⅱ(～9/1) 

生徒会役員立会演説会及び投票 

 

 

 

 

君たちは事務室前のテレビモニターに流される

映像を見たことがありますか。学校の様子を紹介

する映像です。エンドレスで映し出される皆さん

の姿。思わず見入ってしまいます。これらは、写

真・新聞部員の皆さんが撮った写真などをもとに、

表現メディアの授業を受講している生徒たちや、

学校の広報を担当である安永先生の作品です。 

その中のある映像のなかに「全力の先に笑顔あ

り」という言葉が出てきます。この言葉を見た時、

清峰高校の生徒の皆さんを表す言葉として、まさ

にぴったりではないかと思いました。 

昨年４月から清峰高校で過ごし、部活動での試

合やコンクール、そして体育祭や文化祭、総合学

科発表会などの学校行事で皆さんの姿を間近で見

てきましたが、その中で多くの笑顔と出会いまし

た。本気で楽しんでいる笑顔であったり、やりき

った感がある美しい笑顔であったりします。試合

に負けた後も笑顔だったかというとそんなことは

ありませんが、そこには、頑張ったけど届かなか

った本気の悔しさ、言い換えれば「全力の先の涙」

を見ることができました。 

何事も全力で取り組むのが清峰生。３年生はこ

れから自分の進路実現に向けて、全力で取り組ま

なければなりません。自分の一生を左右する重要

な時期です。気持ちも生活も切り替えて、何をす

べきか、どう生きるべきかを主体的に考えて１日

１日を大切に過ごしてください。また、野球部、

コーラス部、吹奏楽部は、これから大会が控えて

いて大変でしょうが、清峰生らしく、全力で部活

動に頑張るとともに、日頃の学習や進路実現に向

けた活動に全力で取り組んでください。 

皆さんの「全力の先の笑顔」を待っています。 

全力の先の笑顔 

教 頭  望月 聡 
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会 長 

永田 毅 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

令和元年長崎県高校総合体育大会結果（主なもの） 

 

第 10１回全国高等学校野球選手権長崎大会 組み合わせ表 

 

吹奏楽部、コーラス部の大会案内 

 

九州合唱コンクール長崎県予選  
日 時：７月１４日（日）  

場 所：アルカスＳＡＳＥＢＯ  

NHK 全国学校音楽コンクール 長崎県コンクール  
日 時：８月１日（木）  

場 所：とぎつカナリーホール 

  

第６４回長崎県吹奏楽コンクール   
日  時：７月２０日（土）  

会  場：アルカスＳＡＳＥＢＯ  

出演時間：1３：00～1３：15 

誠実（まこと）～奏でよう感動のハーモニー     

一人一人が主役～のモットーの通り、日々の練習

の成果を会場いっぱいに響かせたいと思います。  

 

 

 

 陸上競技               

◎男子 400ｍ 

 前川智哉 

 51”50 準決勝進出 

 51”21 準決勝 3 位（全体 11 位） 

◎1500ｍウォーク女子 

徳川 33’53”37 決勝 13 位 

◎男子 4×100ｍリレー 

 前川  

44”35 準決勝 

◎男子 4×400ｍリレー 

 前田昴、廣田、手塚、前川 

3′25”94 準決勝 4 位（清峰ﾍﾞｽﾄ） 

◎男子 100ｍ 

  登真 11”53 準々決勝 

◎男子 200ｍ 

  23”55 準々決勝 

◎女子 200ｍ 

 前田桃香 27”18 準決勝 

 

 卓 球                   

◎男子団体 

 ２回戦 対 長崎南 3－0 勝利 

 ３回戦 対 長崎北陽台 1－3 敗退 

   【ベスト１６】 

◎女子団体 

 １回戦 対 長崎工業 3－1 勝利 

 ２回戦 対 諫早   3－1 勝利 

 3 回戦 対 長崎女商 0－3 敗退 

【ベスト８】 

◎男子シングルス  

谷崎 3 回戦 対 鎮西  0－3 敗退 

長谷 3 回戦 対 北陽台 1－3 敗退 

◎男子ダブルス  

 高井良・尾上ペア 

 ２回戦 対 瓊浦 0－3 敗退 

渡辺・長谷ペア 

３回戦 対 鎮西 0－3 敗退 

【ベスト３２】 

◎女子シングルス 久保川  

 4 回戦 対 鎮西学院 3－0 勝利 

 5 回戦 対 長女商  0－3 敗退 

【ベスト１６】 

 

 卓 球                  

◎女子ダブルス 久保川・重村ペア 

 ３回戦 対 瓊浦 0－3 敗退 

【ベスト３２】 

 男子ソフトテニス            

◎団体戦 

 １回戦 対 長崎南  0－3 敗退 

◎個人戦 

 樋渡・宮本ペア  

 ３回戦 対 西彼農 4－0 勝利 

４回戦 対 大村工 1－4 敗退 

松尾・池ペア 

３回戦 対 上対馬 4－3 勝利 

４回戦 対 壱岐  3－4 勝利 

【ベスト 64】 

 女子ソフトテニス            

◎団体戦 

 ２回戦 対 長崎南  3－０勝利 

 ３回戦 対 五島海陽 2－0 勝利 

 準々決勝 対 島原農業 1－2 敗退 

      【ベスト８】 

◎個人戦 

 八色・江村ペア  

３回戦 対 壱岐  ４－0 勝利 

４回戦 対 島原農 0－4 敗退 

冨永・尾下ペア 

３回戦 対 大村  4－0 勝利 

４回戦 対 佐東翔 2－4 敗退 

中野・椎山ペア 

３回戦 対 西彼農業 4－0 勝利 

４回戦 対 純心   1－4 敗退 

【ベスト３２】 

 ハンドボール               

２回戦 対 純心    20－11 勝利 

準決勝 対 佐世保商業 21－10 勝利 

決勝  対 佐世保西  15－24 

    【準優勝】  

 弓 道                   

◎男子団体一次予選 

 合計 24 中／６０射 予選敗退 

◎女子団体一次予選 

 合計 15 中／６０射 予選敗退 

 バレーボール               

２回戦  対 長崎明誠 ２－０勝利 

３回戦  対 活水   ２－０勝利 

準々決勝 対 長崎女子 ２－０勝利 

準決勝  対 創成館  ０－２敗退 

【第３位】 
 

 剣 道                

◎女子団体１次リーグ 

 対 諫早   4－0 勝利 

 対 瓊浦   2－3 予選敗退 

 

 サッカー               

１回戦 対 長崎東 ３－６敗退 

 

 男子バスケットボール               

１回戦 対 口加 ７９－６３勝利 

２回戦 対 瓊浦 ７５－１４９敗退 

 

 女子バスケットボール               

１回戦 対 長崎日大 41－69 敗退 

 

 バドミントン               

◎団体戦 

 １回戦 対 長崎東 １－３敗退 

 

 柔 道                

◎男子個人 

 萩田 １回戦 対 島原   勝利 

２回戦 対 長崎南山 敗退 

◎女子個人 

 濵野 １回戦敗退 

 

吹 奏 楽 部   コーラス部   

 

本校卒業生、永谷沙由香さん、近藤健

一さん、内川明さんによる座談会を学

校ホームページに掲載しています。ぜ

ひご覧ください。 

 40 清  峰 


