
   
 
 
 
 
 

 

 

５月 行事予定 
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令和２年４月 2４日（金）発行 

長崎県立清峰高等学校 

学 校 通 信  第１４７号 

発行責任者  校長 中村 太一 

学校ホームページ http://seiho-h.ed.jp/ 

４日（月）開校記念日 

７日（木）授業再開、短縮授業 

９日（土）公務員模試（３年） 

１５日（金）水曜日の授業 

１８日（月）心臓検診（２次） 

２９日（火）英語検定 

※今後の状況によって予定が 

変更になることがあります。 

私の手元に、かつて東京都内の公立高校で教鞭をとられた星野佳正先生の『くずかごの中の

詩』という本があります。これは星野先生が、東京都立代々木高校の校長として勤務された際

の、多くの生徒や先生との思い出をつづられたものです。 

出来事は２学期の中間試験の始まった日の午後、生徒の帰った教室を見回られたある先生が、

くずかごに捨てられていたノートの切れ端を校長室に届けたところから始まります。その切れ

端に書かれていた一片の詩を読んだ星野先生は、詩に込められた生徒の素直な心情に心を動か

されます。 

詩の作者である庭田忠正君は、都立代々木高校定時制４年生で、頭はモヒカン刈り。中学校

時代に学校への不信感から不登校傾向となり、進学した私立高校でも友人関係がうまくいかず

中退し、代々木高校での再チャレンジを目指している生徒でした。お母さんと障害のあるお父

さんとの３人暮らしで、昼間の飲食店でのアルバイトの後、学校に通ってきます。 

    

 「同じ」 

     俺という人間は、世界中に一人だが、 

まだ「一人」になれていない。まだきっと、誰かさんと 同じなんだ…… 

 「２つのクツ」 

     昔、玄関先で 僕の新しいクツと 母親の古くて ボロボロのクツが 

     並べてあった時 僕はそこで 何か大きいものを 母親からもらいました 

 

  最初の詩からは、青年期の不安定で焦りにも似た感情が、次の詩からは、自分を苦労して育

ててくれた母親への深い感謝と愛情が伝わってきます。 

 

 「教室」 

     教室って なかなかいいもんだ。 

     みんなの匂いが しみついて なかなかいいもんだ 

 「先生へ」 

     勉強好きじゃないけど、俺、先生の 

     チョークの粉まみれの「手」 かっこいいと 思うんだ……。 

 

  この２編の詩からは、代々木高校で、信頼する先生や心通わせる多くの友人に囲まれ、充実

した学校生活を送る彼の姿が浮かんできます。 

清峰高校の教室も、生徒の皆さんと先生方が信頼の輪で結ばれ、互いが成長できる場となるこ

とを願っています。さあ、令和２年度のスタートです。 

 

 

 

くずかごの中の詩 

校 長  中村 太一 

 

 

こころとからだの支援部より 
新学期がスタートしました。新型コロナウイ

ルスの影響で内科検診や歯科検診は延期となり

ますが、１年生の心電図・レントゲン、全学年

の尿検査などは予定通り実施をします。受診が

必要な場合、その都度お子様を通じてお知らせ

を行いますので、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。 

 

新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ肺炎拡散予防に 

伴う休校措置について 
 報道等ですでにご承知のことと存じますが、長

崎県教育委員会は新型コロナウィルス感染症対

策のため、県立学校において臨時休業の対応を

取ることとなりました。本校においては、４月

２１日（火）～５月６日（水）を臨時休業とし

ます。また、部活動については４月１８日（土）

～５月６日（水）の活動を中止します。 

５月７日（木）以降の学校再開後については、

登校時の松浦鉄道における密集空間の緩和のた

めに分散乗車登校を予定しているほか、短縮授業

等を行いながら授業を再開する予定です。 

校納金のお知らせ 

４月は一括徴収月となり、出費多難な折、 

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 

本校では 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「いきいき地域交流事業」

として近隣の福祉施設で実習する機会もありま

す。利用者さんと実際に交流することで、様々

な場面で役立つコミュニケーション能力を高め

ることができます。介護職を希望する生徒はも

ちろんですが、進路がまだはっきりと決まって

いない生徒たちも在籍して 

おり、日々頑張っています。  

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。 

令和２年度入学式 
～ご入学おめでとうございます～ 

4 月 8 日（水）、新型コロナウイルスの影響を

受け、短縮された形とはなりましたが、第１8

回入学式が挙行されました。式では、中村校長

先生の入学許可・式辞に続き、杉本奏乃さんが

新入生代表宣誓を行い、新入生 

160 名（男子 5１名、女子 

１0９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。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

職員異動のお知らせ 

氏名 教科･所属学年等 部活動顧問 昨年勤務校など 

中村 太一 校長 ― 豊玉高校 

蓑田 功喜 商業 バドミントン 松浦高校 

宮本 孝浩 商業 弓道 佐世保商業高校 

寺田 隆司 数学 図書 北松農業高校 

山田 和浩 公民 剣道 大崎高校 

児玉 理 国語 男子ソフトテニス 平戸高校 

富尾 隆徳 数学 卓球 五島高校定時制 

入江 文和 商業 野球 五島海陽高校 

光永 和志 保健体育 剣道 佐世保工業高校定時制 

井野口 隆一 化学 美術 佐世保商業高校 

緒方 俊仁 生物 男子ソフトテニス 新規採用 

立石 菜月 国語 陸上 新規採用 

野見山 春恵 事務 主任 ― 平戸高校 

岩﨑 土尚 事務 主事 ― 新規採用 

 

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 1４年目（今回 14７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。  

 

奨学金等について 

在校生対象の奨学金につきましては、本年度分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による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。） 

要項は学校に到着次第、適宜クラス掲示します。定められた期日までに申し込む必要がありますのでご注

意ください。 

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：峰松・児玉  日本学生支援機構等担当：富尾・小森 
 

 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 

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。 

 

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 
 


