
  
 
 
 
 
 

 

 

行事予定 

 

 

 

 

 

 

 

人生の達人セミナーが行われました 

日時：令和３年１０月１２日（火） 
場所：体育館 
 
長崎市会議員の梅元建治さんに「自分の道を

探し続ける～これからのみなさんへ～」という
講演をしていただきました。「掃除すること」を
大切にしてきたというご自身の経験を話される
中で「凡事徹底」、「挑戦しないことが一番の失
敗」、「足元のゴミ一つ拾えない人に何ができる」
などの言葉は多くの生徒の心に深く響いたよう
でした。 
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３日（金）まで 第３回考査 

４日（土）３年土曜補習 

６日（月）１年事前指導 ２年結団式 

７日(火)～10 日(金) 1 年インターンシップ  

             2 年修学旅行 

11 日(土) ３年対外模試  

17 日(金) 生徒課題研究研修会（たらみ図書館） 

18 日(土) 県一斉実力・進路マップ模試(1・2 年)  

       ３年土曜補習 

21 日(火) 1 年インターンシップ発表会  

       進路別集会２年 

23 日(木) 球技大会 

24 日(金) 午前（全校集会、学年集会、ＬＨＲ、 

          大掃除）   午後（人権集会） 

25 日(土)～28 日(火) 冬季補習 

29 日(水)～30 日(木) ３年対外模試  

 

 

 

２日（日）～３日（月）３年対外模試 

４日（火）～９日（日）３年学習会 

11 日（火）全校集会・学年集会、後期授業再開 

12 日（水）第Ⅲ期補習開始 

14 日（金）３年考査時間割発表 

15 日（土）大学入試共通テスト（～16 日） 

       １・２年対外実力 

16 日（日）２年対外実力 

17 日（月）共通テスト自己採点 

18 日（火）１年産社学年発表会 

21 日（金）～27 日（木）３年第４回考査 

23 日（日）全商簿記検定 

28 日（金）校内ロードレース大会 

30 日（日）全商情報処理検定 
 

 

 

 

１月 

 

感動と感謝 
体育科主任 光永和志 

 

 去る 10 月 30 日（土）、秋晴れに恵まれ「第 19 回体育祭」を盛大のうちに無事開催すること

ができました。新型コロナウイルスの第 5 波の影響で一時は開催も危ぶまれましたが、当初の日程

を変更し開催できたことを大変うれしく思います。しかし、観客に制限をかけるなど、保護者の皆

様、地域の皆様にはご迷惑をおかけし、またご理解いただいたことに感謝申し上げます。 

 さて先ほども述べた通り当初の予定よりも 2 か月遅れての開催となりました。また、準備期間も

3 日ほど短い日程でした。私たちは間に合うのかどうか大変心配していましたが、体育祭実行委員

を中心とした 1 人ひとりの取り組みのおかげで、各種目で素晴らしいパフォーマンスを見せてくれ

ました。それを見ていて感謝とともに感動をおぼえました。心から「ありがとう」といいます。 

 夏に世界最大のスポーツの祭典であるオリンピック・パラリンピックが東京で開催され、私たち

の胸を熱くしてくれましたが、選手宣誓でもあった通りそれに引けを取らない熱い戦いだったと感

じています。また、表には出ませんが閉会式後の解団式での各ブロックの団結していた様子や、生

徒全員が協力して素早く行う撤去作業。これも良き伝統です。この伝統を継承しつつ、来年以降、

さらに良い体育祭になるように、また、コロナが落ち着き制限のない体育祭が開催されることを願

いたいですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月 

 

各部門の優勝ブロック 

総 合 の 部 青ブロック 

競 技 の 部 青ブロック 

応 援 の 部 黄ブロック 

の ぼ り の 部 黄ブロック 

 

学級対抗リレー 各学年優勝クラス 

１年１組、２年 4 組、３年 1 組 
 
 
 
 

総合の部 優勝 青ブロック 

ブロック長 ３年３組 川﨑 雄太郎 
  

今年の体育祭は、当初予定されていた日程

から変更になりましたが、無事に開催して頂

き、校長先生を始め先生方には大変感謝して

います。今年の青ブロックは、1 人 1 人が全

力で、元気いっぱいに競技や応援に取り組み

ました。そして総合優勝を掴み取ることがで

きました！短い間 

でしたが、ついて 

きてくれてありが 

とう。感謝してい 

ます。来年も素晴 

らしい体育祭を創 

り上げてください。 
 

黄ブロック長 ３年４組 上村 有倖 
  

 3年生にとって最後の体育祭で、「表現の部」

「のぼりの部」において２冠を達成すること

ができ、とても嬉しく思います。練習期間が

短い中で一生懸命頑張ってくれた１、２年生

や、コロナ禍の中、体育祭を運営し支えてく

ださった先生方、ご協力いただいた保護者の

方々にはとても感 

謝しています。心 

に残る、最高の思 

い出となりました。 

本当にありがとう 

ございました！！ 

 
 
 

赤ブロック長 ３年１組 松尾 修人 
 

 こんにちは。赤ブロック長を務めました、

松尾修人です。私は、大きな声を出すことし

かできませんでしたが、赤ブロックのみなさ

んが積極的に練習に取り組んでくれたおかげ

で、本番ではとても良い応援ができたと思い

ます。すべての学年が、お互いに協力し合っ

て成功した体育祭 

でした。来年は、 

今年を超えるよう 

な体育祭になるよ 

うに、頑張ってく 

ださい。 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

もうすぐ修学旅行です 

２学年主任 宮本 孝浩 

１２月７日（火）から１２月１０（金）ま

で、九州（鹿児島・熊本）方面への修学旅行

を予定しています。初日は知覧特攻平和会館

の見学、２日目は鹿児島市内を散策、３日目

は熊本城・阿蘇地区研修を行い、最終日はグ

リーンランドで楽しく過ごす予定です。コロ

ナ対策をしっかりと行いながら良い思い出が

たくさんできる修学旅行にしたいと思いま

す。 

  

人間コミュニケーション・ 

看護医療系列の紹介  
 

 この系列は、看護・医療系専門学校への進学

希望者のための系列です。受講する科目は、専

門学校受験に必要な科目に加え、「人体と看護」

や「生活と福祉」といった専門的な科目もあり

ます。本校は卒業生がよく会いに来てくれます

が、看護・医療系専門学校に進学した卒業生か

ら、「進学後も高校の授業で使っていたノート

や資料を見ながら、勉強を頑張っています。高

校生の時から専門科目を学 

んでおいてよかったです。」 

という声をよく聞きます。 

進学受験に向けて、系列のみ 

んなで切磋琢磨して頑張って 

います。 

 

 

文化祭を終えて 
１１月２日（火）本校体育館にて、第１９回

文化祭を開催しました。コロナ禍で、保護者の

来場は叶いませんでしたが、合唱コンクール・

文化部のステージ発表や作品展示を行いまし

た。また１１月４～５日はＪＲＣ部・図書部が

古本とクッキーを販売しました。 

 

 

新生徒会が発足しました 

１０月７日（木）後期始業式の日に、旧生

徒会役員退任及び新生徒会役員・後期各種専

門委員の任命式が行われました。新生徒会は

今年度総勢２３名の体制で、清峰の良い伝統

を引き継ぎ一致団結して頑張ります。どうぞ

よろしくお願いします！ 

 

 

金賞   ３年４組 

私たちは、聴いている人たちの心を震えさ

せる歌声を届けられるように、限られた時間

の中で精一杯練習に取り組みました。最初は

なかなかうまくいきませんでしたが、最後に

はクラス全員が一致団結し、金賞をとること

ができた時には嬉しさで鳥肌が止まりません

でした。最後の文化祭で、最高の思い出を作

ることができました。 

吹奏楽部 
  

今年は「新清峰☆エヴァンゲリオン」

というテーマのもと演奏を行いまし

た。みんなが知っているアニメの曲を

中心に構成し、「残酷な天使のテーゼ」

「美女と野獣」などを演奏しました。

アンコールの「ようかい体操第一」で

は、先生方にご協力いただいたおかげ

で会場が熱く盛り上がり、私たちも楽

しく演奏することができました。あり

がとうございました。 

コーラス部   
 今年は「春待つ、君と」をテーマに、コ

ロナにより長く落ち込んだ世の中の雰囲気

を、明るく暖かな春に誘えるようなプログ

ラムをお届けしました。信長貴富先生の

「春」という曲は、今回のステージで引退

となる３年生の思い入れが強い曲です。「私

はもう悲しむまい」の歌いだしから、心を

込めて演奏することができました。また、

東日本大震災でも傷ついた人々の心を元気

づけた「それいけ！アンパンマン」の楽曲

を演奏したステージでは、先生方や３年生

の生徒のみなさんの協力もあり、聴いてく

ださるみなさんに笑顔をお届けすることが

できました。これからは１・２年生での新

体制となりますが、今後ともコーラス部の

応援をよろしくお願いいたします。 

 

合唱コンクール結果  
 

金賞・・・・・・３年４組 

銀賞・・・・・・２年１組 

銅賞・・・・・・３年３組 

奨励賞・・・・・１年１組、１年４組、 

        ２年２組 
 

インターンシップについて 

 

  

１２月 7 日（火）～10 日（金）、１年生

が佐世保市・佐々町を中心とした 45 事業

所にご協力いただき、インターンシップを

実施予定です。昨年は、コロナウイルスの

感染拡大を受けて、実施できませんでした

が、今年はまだまだ感染に注意は必要なも

のの、どうにか実施ができそうです。この

インターンシップを通して、働くことの意

義や希望する職種の専門性など、学校では

得られない多くのものを学ぶとともに、現

実の社会環境の中で、自らの進路を考える

有意義な体験となり、１年生の皆さんが、

一回り大きく成長できることを願っていま

す。 
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

生徒会長  ＨＲ委員  

 

ベストコンダクター賞 

 

１年４組 神原華恋 

２年１組 森 有希 

３年２組 川原ももか 
 

ベストピアニスト賞 
 

１年１組 豊島音寧 

２年２組 稲津碧惟 

３年２組 新見 遥 

  
 
 
 
 
        

 

 

金賞 

３年４組 

銅賞 ３年３組 銀賞 ２年１組 


