清峰だより

令和２年７月２８日（火）発行
長崎県立清峰高等学校
学 校 通 信 第１４８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/

学ぶ力

教 頭

望月 聡

昨年度末から今年度の５月にかけて断続的に休校などがあり、生徒の皆さんは、学校への登校が制
限されて、家庭での学習に取り組まなければなりませんでした。自分一人で取り組む課題に飽き、授
業で学んだりすることの有り難さを感じたりした人もいたのではないかと思います。
学ぶということを改めて考えてみると、辞書（『明鏡』
）には「見習って知識・知恵・技術などを身
につける」
、
「教えを受けて知識や技術を習得する」
、「勉強する」と書いてあります。学校では授業、
学校行事や部活動の中で、教材、先生からの教えや問い、そして仲間とのふれあいを通じて、知識や
能力（社会性も含め）など、様々なこと学びます。そのために学校があり、皆さんは学ぶことにより、
自らを成長させ、やがて社会を支える大きな力をつけた頼もしい人物に成長していきます。
変化の激しい現代社会においては、最新だと思っていたものがすぐに最新ではなくなり、変化の速
度はどんどん速くなっています。大人になっても学び続けていかなければ時代に対応することはでき
ません。これからは、学んで手に入れた知識や能力（「学力」）も大切ですが、「学ぶ力」そのものも
大切になってきます。
「学ぶ力」の身に付け方について書かれたものに、「上・中・下」の三つの方法があると書いてあ
りました。
「先生に怒られないようにイヤイヤ取り組む。形だけ仕上げる」のは要領だけが良くなり、何の力
も付かず「下」の方法。
「目標を決めて、その達成のために辛い思いをしながらも努力する」のは「中」
の方法。多くの人はこの方法で頑張っていると思います。これでも十分という人もいるかもしれませ
んが、さらに良い方法はと言うと、
「中」の状態を突破して、
「学ぶことに喜びを感じて、辛い中にも
挑戦の喜びを感じる」という状態が「上」の方法だということです。学ぶ喜びを感じることが、更な
る学びの原動力になり、一生ものの「学ぶ力」を手に入れることになるということです。
学ぶ力の上・中・下は、学校においては、教科の学習だけでなく、部活動への取り組み方や、学校
生活の送り方についても言えると思います。取り組みの甘さを注意されながら（１年生）も、次第に
自ら考え工夫するようになり（２年生）
、主体的・積極的に取り組んでいくようになる（３年生）
。こ
れまでの清峰生がそのようであったように、皆さんも、日々考え工夫や努力することを通じて、一生
ものの「学ぶ力」を身につけていって欲しいと思います。頑張れ清峰生！

PTA 会長あいさつ

体育祭のお知らせ

令和２年度ＰＴＡ会長を務めさせていただく
ことになりました松江義孝と申します。

今年度の体育祭は９月１２日（土）を予定して
おります。先日開催された体育祭実行委員会にて
各クラスが属する３つのブロック（赤・青・黄）
が抽選によって決まりましたのでお知らせしま
す。各ブロック、３年生を中心に総合優勝を目指
して頑張ります。応援よろしくお願いします。

新型コロナの影響により、学校も異例の長期
休校となり、学校行事やＰＴＡ活動も諸々の予
定が中止となるなど、今まで経験したことのな
い事態に日々心配が尽きません。このような状
況下ではありますが、子どもたちの明るく輝か
し い 未 来 を 信 じ 、清 峰 高 校 Ｐ Ｔ Ａ 一 丸 と な っ て 、
この大きな局面を乗り切っていきましょう。
一年間、精いっぱい務めさせていただきます
ので、宜しくお願いいたします。
ＰＴＡ会長

松江義孝
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オープンスクール案内
９：１５～９：４５

本校に関心を持っている中学生・保護者の皆様へ

受付（体育館）

９：４５～ アトラクション（コーラス部）

令和２年８月２０日（木）に本校のオープン

１０：１０～ 全体説明（各教室）

スクールが実施されます。参加には、事前申込

１１：００～ 授業体験または部活動体験

が必要となりますので、各中学校を通して申し

１２：００～ 引率者説明会

込みください。なお、部活動体験につきまして

１２：３０

は、傷害保険への加入をお願いしています。

アンケート記入後終了

前期授業再開・登校日の日程

行事予定

本校は前期・後期から成る 2 学期制を採用して

８月

います。８月１日から８月２５日まで夏季休業と
なります。８月２６日から授業を再開し、当日は

１日（土）～２日（日） ３年対外模試
３日（月） ３年夏季補習前期開始
７日（金） ３年夏季補習前期終了
９日（日） 登校日（平和学習）
生徒会役員選挙告示
１１日（火） ８/９の代休
１２日（水）～１４日（金）夏季休業中閉庁日
１８日（火） 夏季補習後期開始
２０日（木） オープンスクール
２２日（土） ３年土曜補習
２４日（月） 夏季補習後期終了
２６日（水） 前期授業再開、課題テスト
就職希望者集会
２７日（木） 第２回悩み・いじめ調査
２８日（金） 体育祭特別編成授業（～９/８）
３１日（月） 就職面接練習Ⅰ（～９/４）

課題テスト・容儀指導を行います。
９月１２日(土)に体育祭を控えており、８月２８
日(金)からは、体育祭前特別時間割が組まれていま
す。夏季休業中も規則正しい生活をこころがけて
下さい。
◇

◇

◇

◇

８月９日の登校日には平和学習が予定されてお
り、通常登校になります。(8:40 SHR、11:30 終
了予定)本校地歴科の山田和浩先生より「特別攻撃
隊（特攻隊）」についての講話が校内放送にて行
われる予定です。

夏季補習及び就職面接練習について
進路指導部
前半：３年生は８月３日（月）から８月７日（金）までの５日間
後半：全学年、８月１８日（火）から２５日（火）までの５日間
上記の日程で夏季補習を行います。８時３０分から始まり１・
２年生は１日４時間で、３年生は１日６時間の補習授業となりま
す。３年生は受験に向けていよいよ待ったなしの時期となりまし
た。この夏しっかりと力をつけて、その後の入試にチャレンジし
て欲しいものです。１・２年生は補習に対する予習・復習を着実
に行い、基礎力強化に努めましょう。
また、３年生の就職面接練習は、８月３１日（月）～９月４日
（金）に行われます。１０月１６日からの就職試験に向けて勉強
はもちろん、自分の考えを述べる力も身に付けましょう。

清峰高校前駅に
花の苗を植えました
家庭クラブ委員会
７月２日（木）、佐々町役場の産
業振興課様より依頼があり、清峰高
校前駅に設置してあるプランター
の苗の植え替え作業を家庭クラブ
委員４名で行いました。今回植えた
のは「ポーチュラカ」という品種で
す。清峰高校前駅を利用する乗客の
方々に、気持ちよく利用していただ
ければ幸いです。

令和２年度

社会文化系列の紹介

生活福祉・短大系列の紹介

運動部活動「清峰魂」継承式

この系列では、保育士や幼稚園教諭、栄養士等を
６月２日（火）６校時、令和２年度運動部活動「清峰魂」継承式が本校体育館にて行われました。本来

目標として短期大学進学を目指す人が学習します。

ならばこの時間は高総体の壮行式の予定でしたが、新型コロナウイルスの影響により、高総体が中止とな

国・英・数・理・社といった教科に加え、それぞれ

ったため、ここまで努力を重ねてきた 3 年生の最後のユニフォーム姿を皆さんに披露するために継承式へ

の進路に沿った専門的な授業も多く設定されてい

と変更しました。式では各運動部の 3 年生部員全員が登壇し、一人ひとりの紹介が行われました。また、
主将を代表して剣道部の３年１組の前川琴美さんが 1・2 年生へ向けて熱い想いを述べてくれました。話

ます。例えば保育系の進路希望者は「保育音楽」や
「子ども文化」といった専門科目を通してピアノの
学習や保育ミュージカル、子どもの発達について学

の中で「1・2 年生はまだまだ時間があります。1 日 1 日を大切に部活動に励んで欲しい」とエールを送

ぶことができます。その他、栄養系の人には「フー

り、最後は全校生徒で校歌斉唱し、式を締めくくりました。

ドデザイン」などの授業も設定されています。短期
大学進学者の多くは推薦入試を利用しています。１
年次より日頃の授業に集中し定期考査を頑張るこ
と、欠席をしないよう体調管理をしっかり行う、な
ど３年間の地道な努力の積み重ねが大切になりま
す。

１学年

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。

学校訪問

７月１４日（火）、１年生全員が長崎国際大学、長崎県立大学佐世保校、
長崎短期大学、九州文化学園調理師専門学校、九州文化学園歯科衛生

部活動結果（高総体代替試合の結果を中心にご報告します）
陸上部

士学院、佐世保美容専門学校、ＩＢＡ佐世保公務員オブビジネス、こころ

バドミントン部

長崎県選手権

医療福祉専門学校の計８校に分かれて学校訪問を行いました。自分の関心

５月３０日

・男子 4×400mR

５位

対

手塚(3-2) 前田昴(2-1) 前田悠(2-1) 西村(2-1)
・男子 5000m 競歩

３位 中野(2-3)

・女子 5000m 競歩

６位 徳川(3-1)

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

佐世保実業高校（練習試合）

０－３

負け

３－０

勝利

６月７日
対

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、充実
した時間を過ごしました。

猶興館高校（練習試合）

両校生徒との友情を深めることができました。

系列・科目選択について

※本来ならば６位まで九州選手権出場となりますが、
九州選手権は中止となりました。

男子バスケットボール部
６月６日

佐世保地区記録会

佐世保南高校にて交流試合

対

佐世保商業高校

１９－５０

負け

・男子 800ｍ

1 位 手塚(3-2)

対

佐世保南高校

２１－３０

負け

・男子 4×400mR

１位

対

壱岐高校

３４－３１

勝利

西村(2-1)

手塚(3-2)

松尾(2-1) 前田昴(2-1)

・女子 1500ｍ

1 位 鴨川(3-3)

・女子走幅跳

1 位 中嶋(2-1)

女子バスケットボール部
６月２７日に、佐世保北高校と、
６月２８日に、九州文化学園高校、

卓球部

佐世保西高校とお別れ試合を行いました。

佐世保学生卓球選手権大会

６月７日には、保護者の皆様の応援のもと、

個人戦

最後の校内戦を行いました。

３位

辻(2-4)

ハンドボール部

弓道部

対

瓊浦高校

１７－１２

勝利

5 月 30 日（鹿町工業高校会場）

対

純心高校

２８－４

勝利

３年生を中心に３チーム出場

予選敗退

１年生は、科目選択ガイダンスを受けながら、
進路希望に応じた科目の選択をしていきます。科
目選択の流れは、次のとおりです。
６月下旬～
７月上旬
７月１４日
（学年 PTA）
７月～ ９月
９月～１０月
１１月上旬

科目選択の説明
第１回科目選択調査票の提出
１年生保護者対象
科目選択ガイダンス
個人面談
三者面談
科目選択確認書提出
（最終決定）

１年生の科目選択で、２年次・３年次の科目も
決定します。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。保護者の皆さまにおかれましては、夏休みを利用して、
お子様へのアドバイスをぜひお願いいたします。

