
  
 
 
 
 
 

 

 

行事予定 

「長崎っ子の心を見つめる」教育週間 
（図書研修部） 

６月 28 日～７月２日まで、「長崎っ子の心を

見つめる教育週間」となっています。朝の読書で

は平和学習を実施し、６月 30 日には携帯電話安

全教室、７月２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

の携帯電話の使用の仕方等、ご家庭での話題にし

ていただければと思います。 

また、野球部の壮行式を６月 29 日、吹奏楽部

とコーラス部の壮行式を７月 20 日に行います。 

 

 

PTA 会長挨拶 

             会長 川内野 公隆 

 はじめまして。今年度、次女が入学したばかりで、私に

とっても初めての学校でわからないことだらけの状況では

ありますが、会長を務めさせていただくことになりました。 

 入学から２ヶ月ほど経ちましたが、先生方の熱心なご指

導を見聞きし、感銘を受けております。親としてもこの３

年間は、子育ての最後の期間として、卒業後の自立に向け

た子どもとの向き合い方をできればと思います。色々と口

出ししてしまいがちですが、「かかわりすぎず、放任しす

ぎず」というところでしょうか。 

 コロナ禍により社会の環境は一変してしまい、これまで

あたりまえにしてきたことができないという状況が続いて

おりますが、皆さんと共に新たなＰＴＡ活動のあり方を考

えていければと思います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 
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令和３年度 PTA 総会  

5 月１５日（土）に開催予定だった令和３

年度 PTA 総会は県内における新型コロナ感

染拡大の状況を受け、開催を中止し議題につ

いては書面審査といたしました。その結果、

「令和 2 年度会務、会計決算報告」「役員改選」

「令和３年度事業計画、会計予算案」などの

3 つの議案を承認いただきました。今後は新

体制での活動になりますので、ご理解ご協力

をよろしくお願いいたします。 

今後のＰＴＡ活動予定（6 月） 

・第 1 回ＰＴＡ役員会 6 月 16 日（木） 

・第 1 回ＰＴＡ理事会 6 月 21 日（月） 

お忙しいところ申し訳ありませんが、よろし

くお願いいたします。 

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 25 日（火）に２、３年生を対象として

卒業生講話が行われました。本校卒業生７名が

リモートで講話をしてくださりました。在学中

に力を入れて取り組んだことや、現在の仕事や

勉強の様子、在校生へのメッセージなど、とて

も内容の濃い講話でした。 

 今回の講話を今後の進路選択や勉強活動にい

かしてほしいと思います。 

1 年 産業社会と人間 
6 月１５日（火）の産社では、「情報社会」に

ついて考えるグループ活動を行いました。AI が

進展した際に生き残る職業と生き残らない職業、

またそれらの理由について、活発に意見を交換し

ながら、考えを深めることができました。 

 

学校説明会 
6 月１９日(土)に中学３年生とその保護者を対

象とした、学校説明会を行いました。今年度は、７

月にも２回、１０月に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。コロナの

影響で変更があるかもしれませんが、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（木）求人受付開始 

長崎っ子の心を見つめる教育週間～２日 

２日（金）薬物乱用防止教室 

３日（土）土曜補習・小論文模試、公務員模試（３年） 

６日（火）３年マナー講座 生徒会役員選挙公示 

10日（土）校外模試（全学年）、学校説明会（本校） 

11日（日）校外模試（３年） 

１３日（火）１学年 PTA 

17日（土）土曜補習（３年）、学校説明会（本校） 

１８日（日）家庭の日 

１９日（月）球技大会 

2０日（火）大掃除、全校集会 

21日（水）夏季補習開始３年面接練習開始Ⅰ（～30日） 

22日（木）九州合唱コンクール県予選 

24日（土）土曜補習（３年）、長崎県吹奏楽コンクール 

30日（金）１・２年夏季補習全期終了、 

       全国総文祭（～８/６） 

31日（土）対外模試（３年） 

 ８月 

 1日（日）対外模試（３年） 
３日（火）長崎県総合学科部会第 14回研究大会 

６日（金）3年夏季補習前期終了 

９日（月）登校日（平和学習）、生徒会役員選挙告示 

１０日（火）代休（8/9分） 

1１日（水）夏季休業中閉庁日～１５日（日） 

１５日（日）家庭の日 

１８日（水）夏季補習後期開始 

１９日（木）オープンスクール（本校） 

２１日（土）土曜補習（３年） 

２４日（火）夏季補習後期終了 

２５日（水）前期授業再開・課題テスト 

3年就職申込開始 

３０日(月) 3年就職面接練習Ⅱ(～9/17) 

３１日（火）生徒会役員選挙 

生徒会役員立会演説会及び投票 

 

 

 

 

皆さんは、「流れ星に 3 回お願いすると、願いは叶

う」という言葉を信じますか？「そんなことはあり得

ない。」「それで叶うなら苦労はしない。」と馬鹿に

しませんか？ 

正直なところ、私も「それで願いは叶わない」と思

っていました。ところが、20 年位昔に、先輩の先生

から「叶うよ！」と言われました。理由は、「自分の

夢・願い・目標」を明確の持つことは、日頃の取り組

みに意味を持つことができるというものでした。若か

った私には、まだ、ピンと来なかったのですが、教員

として、多くの経験をしていく中で、その意味が分か

ってきました。 

日頃の取り組みには、勉強する、楽器を吹く、歌う、

素振り、サーブ、レシーブ、シュート、走るなど何気

ないものが沢山あります。皆さんは、それらの取り組

みに「目標・目的」を持っていますか？ただ、メニュ

ーで決まった回数をこなしているだけではありません

か？例えば、楽器を吹く場合、どんな音色・発音・強

さ・処理など、場面に合わせた音を吹きわけます。「こ

んな音で吹きたい」と明確な目標があれば、必ず良い

音で吹けると思います。 

星に願いを！ 

教 頭  川﨑 公隆 

さて、流れ星の話に戻りますが、流れ星は、いつ、

どこに現れるかわからない一瞬のチャンスです。その

チャンスに、自分の夢や願いを思い浮かべることがで

きる人は、何気ない日常の中でも、自分の夢や目標が

明白な人だと思います。明日につながる今日の取り組

みに意味があれば、夢に一歩一歩近づき、必ず叶いま

す。皆さんの夢が叶うことを願っています。 

今年４月から２度目の清峰高校で過ごし、授業風

景・学校行事・部活動で沢山の笑顔と出会いました。

何事も全力で取り組むのが清峰生。高総体も終わり、

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、どんな夢

を叶えたいか、そのために何をすべきかを考えて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すが、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。 

がんばれ清峰！！ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

令和３年度長崎県高校総合体育大会結果（主なもの） 

 

第１０３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２２日（木）  

場 所：アルカスＳＡＳＥＢＯ  

 

長崎県吹奏楽コンクール   
日  時：７月２５日（日）  

会  場：アルカスＳＡＳＥＢＯ  

 

 陸上競技               

◎女子 400ｍ 

 白川英里香 66”42 準決勝 

◎男子 400ｍ 

松尾優輝  54”22 準決勝 

前田昂史朗 50”98 準決勝 

◎男子 5000m 競歩 

 中野和隆 23’41”91 第１位 

【北九州大会出場】 
◎男子 5000m 

 石田敏也 16’19”91 第 18 位 

◎男子 4×100ｍリレー 

 立石佳太、前田昂史朗、松尾志温、松尾優輝  

44”08 準決勝 

◎男子 4×400ｍリレー 

 松尾優輝、前田昂史朗、前田悠樹、西村大河 

3′32”86 準決勝 

◎女子三段跳 

 中嶋佐和子 9m51 第 13 位 

◎女子 200ｍ 

 樫山愛菜 27”89 準決勝 

◎男子 200m 

 前田悠樹  23”57 ２次予選 

 前田昂史朗 23”20 ２次予選 

 

 卓 球                   

◎男子団体 

 ２回戦 対 長崎明誠 3－２勝利 

 ３回戦 対 鹿町工業 1－3 敗退 

   【ベスト１６】 
◎女子団体 

 ２回戦 対 長崎西  3－1 勝利 

 3 回戦 対 小浜   3－0 勝利 

 ４回戦 対 鎮西学院 0―3 敗退 

【ベスト８】 
◎男子シングルス 

3 回戦 谷崎対 瓊浦   ３－1 勝利 

４回戦 谷崎対 鎮西学院 ２－３敗退 

◎男子ダブルス  

 谷崎・伊瀬知ペア 

 ３回戦 対 鎮西学院 0－3 敗退 

◎女子シングルス 

３回戦 井上対 鎮西学院 ０－３敗退 

3 回戦 赤波江対 長崎女子商業 1-3 敗退 

３回戦 吉田対 長崎商業 ３－０勝利 

４回戦 吉田対 鎮西学院 ０－３敗退 

 卓 球                  

◎女子ダブルス 辻・井上ペア 

 ３回戦 対 活水   ３－１勝利 

 ４回戦 対 鎮西学院 ０－３敗退 

【ベスト１６】 

 男子ソフトテニス            

◎団体戦 

 １回戦 対 猶興館   3－０勝利 

 ２回戦 対 波佐見   2－1 勝利 

 ３回戦 対 長崎南山  0－２敗退 

◎個人戦 

 尾﨑・池本ペア  

 ２回戦 対 佐世保西 ４－１勝利 

 ３回戦 対 長崎南山 ０－４敗退 

 

 女子ソフトテニス            

◎団体戦 

 1 回戦 対 長崎玉成 ３－０勝利 

 ２回戦 対 川棚   ２－０勝利 

 ３回戦 対 長崎商業 ０－２敗退 

◎個人戦 

 淵上・椎山ペア  

 ２回戦 対 長崎商業  ４－０勝利 

３回戦 対 諫早東   ２－４敗退 

 

 ハンドボール               

２回戦 対 島原農業  ３３－5 勝利 

準決勝 対 佐世保商業 2０－９勝利 

決勝  対 瓊浦   ２３－１２敗退 

    【準優勝】  

 

 弓 道                   

◎女子団体 

 予選 合計 28 中/60 本 

 決勝リーグ進出 

◎男子個人 

 予選敗退 

 

 バレーボール               

２回戦 対 長崎女子商業 ２－０勝利 

３回戦 対 西陵     ２－０勝利 

４回戦 対 創成館    １－２敗退 

【ベスト８】 
 

 剣 道                

◎女子団体戦 

 対 長崎北  １－0 勝利 

 対 海星   １－２ 予選敗退 

◎女子個人戦 

 塚本 

 ３回戦 対 五島   勝利 

 ４回戦 対 島原   敗退 

【ベスト１６】 
 前川 

２回戦 対 長崎西  勝利 

３回戦 対 島原   敗退 

 

 サッカー               

１回戦 対 長崎北陽台 １－３敗退 

 

 男子バスケットボール               

１回戦 対 諫早商業 ６９－７９敗退 

 

 女子バスケットボール               

２回戦 対 長崎玉成 73－43 勝利 

３回戦 対 長崎女子 43―135 敗退 

 

 バドミントン               

◎団体戦 

 １回戦 対 諫早東  ３－０勝利 

 ２回戦 対 長崎女子 ０－３敗退 

 

 新体操競技                

 明石咲桜花 総合９位 

 

 水泳競技               

 下田菜々美 

200m 自由形 2’21”47 第４位 

【九州大会出場】 

吹 奏 楽 部   コーラス部   

 

高総体に出場した選手のみなさん、お疲れ様でした！ 

なお、陸上競技の中野和隆君は、６月１７日に開催されました北九

州大会で４位となり、インターハイへの出場権を獲得しました！！ 

野球部、コーラス部、吹奏楽部の応援も 

どうぞよろしくお願いします♪ 


