
  
 
 
 
 
 

 

 

行事予定 

長崎っ子の心を見つめる教育週間 
（図書研修部） 

本年度は、６月２７日（月）～７月１日（金）

に実施します。朝の読書では、「命の大切さや平

和について考える朝の読書」を行い、図書館に「命

について考える本のコーナー」を設けます。また、

生徒指導部の主催で、６月２９日（水）に情報メ

ディア安全教室、７月１日（金）に薬物乱用防止

講座が行われます。この機会に、スマートフォン

の利用方法やマナーなどにつきましても、ご家庭

での話題にしていただけましたら幸いです。 

 

 

PTA 会長挨拶 

             会長 川内野 公隆 

昨年度に引き続き PTA 会長を務めさせていただき

ます。よろしくお願いします。 

先日開催しました PTA 総会は、中継方式ではありま

したが、3 年ぶりに書面ではなく顔を合わせて協議を

行うことができました。いろいろな場面で 3 年ぶりと

いう言葉を聞くようになり、高総体においては３年ぶ

りの開会式、観客のある試合で盛り上がりを感じまし

た。しかし、子供たちがこの３年間に出来なかったこ

との多さも改めて考えてしまいます。 

今年は清峰高校創立 20 周年、北松南高校から数え

て 70 周年の記念の年です。出来なかったことが多か

ったこの３年もそれに含まれます。過ぎた時間は取り

戻せませんが、子供たちに、いま出来る何かを残して

あげられればと思います。ご協力お願いいたします。 
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令和４年度 PTA 総会  

５月１４日（土）に令和４年度 PTA 総会を開催

しました。今年度は県内の新型コロナウイルス感

染状況を受け、各教室へのオンライン配信という

形で実施しました。機器や電波の不具合等ありま

したが、ご参加いただいた保護者の方々のご理解、

ご協力により、「令和３年度会務、会計決算報告」

「役員改選」「令和４年度事業計画、会計予算案」

の議案が承認されました。今後は新体制での活動

になりますので、ご理解ご協力の程、よろしくお

願いいたします。ご参加いただき、ありがとうご

ざいました。 

社会文化系列の紹介 
この系列では、就職や専門学校への進学を目

指す人が学びます。開設科目が多く、進路希

望に沿った幅広い科目選択ができるのが特

徴です。進路決定までに特に頑張って欲しい

ことは、社会性を身につけることと基礎学力

の定着です。就職試験では面接試験が最も重

要となります。元気の良い挨拶、はきはきと

した応対ができるようになるには、１年次か

ら日頃の学校生活で実践していく必要があ

ります。また、資格取得にも意欲的に取り組

み、“自分の強み“を作っていきましょう！ 

卒業生講話 
 ５月２４日（火）に卒業生講話が行われ、７
名の卒業生に来ていただきました。高校時代の
お話や進学後に役立つお話、就職してからのお
話などを聞くことができ、とても有意義な時間
となりました。また、進路実現のために学校生
活で何をすべきなのか、将来を見据える良い機
会になりました。 
これをきっかけに学校 

生活を見直し、様々なこ 
とに挑戦していきましょ 
う！ 

 

1 年 産業社会と人間 
６月１４日（火）に、産社の授業の一環で、学

校訪問を行いました。生徒は希望の進路や興味関

心に応じて、学校を選択し、実際に訪問しました。 

体験授業や実習などを通して、学校の雰囲気を感

じたり、特定の職業について知識を深めたりする

ことが出来ました。今回 

学んだことを今後の進路 

選択・実現に活かしてい 

きましょう。 

学校説明会 
６月１８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。新型コロ

ナウイルス感染症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（金）薬物乱用防止教室、求人票受付開始 

２日（土）土曜補習、小論文模試、公務員模試（３年） 

３日（日）全商ビジネス文書実務検定 

５日（火）マナー講座（３年）、生徒会役員選挙公示 

８日（金）漢字検定① 

９日（土）校外模試（全学年）、学校説明会②（本校） 

１０日（日）校外模試（３年） 

１２日（火）１学年 PTA 

１６日（土）土曜補習（３年）、学校説明会③（本校） 

１８日（月）九州合唱コンクール長崎県大会 

１９日（火）球技大会 

２０日（水）大掃除、各集会、就職面接集会（３年） 

２１日（木）夏季補習開始 

２３日（土）土曜補習（３年）、県吹奏楽コンクール 

２８日（木）NHK全国学校音楽コンクール長崎県大会 

２９日（金）夏季補習前期終了（１・２年）、インターハイ（ハンド） 

３０日（土）対外模試（３年）、地区高校選抜大会（バド）、 

茶道合同学習会 

３１日（日）全国総文祭（東京～８/４） 

８月 

 
２日（火）県教研総合学科部会第１５回研究大会 

４日（木）全国高等学校総合文化祭（東京） 

５日（金）夏季補習前期終了（３年） 

６日（土）地区新人選手権（卓球） 

９日（火）登校日（平和学習）、生徒会役員選挙告示 

１８日（木）夏季補習後期開始 

１９日（金）オープンスクール 

２０日（土）土曜補習（３年）、国体九州ブロック大会（ハンド） 

２３日（火）全国 P連（石川） 

２４日（水）夏季補習後期終了、NHK 全国音楽コンクール 

（九州） 

２５日（木）前期授業再開、課題テスト、就職申込開始 

２６日（金）体育祭前特変授業（～９/６） 

２７日（土）県選手権大会（ソフテニ） 

２９日（月）第２回悩み・いじめ調査 

３０日（火）生徒会役員選挙 

世界中をまわっている旅人が、ある町外れの一本道を歩いて

いると、 

一人の男が道の脇で難しい顔をしてレンガを積んでいた。旅

人はその男のそばに立ち止まって、 

「ここでいったい何をしているのですか？」と尋ねた。 

「何って、見ればわかるだろう。レンガ積みに決まっている

だろ。朝から晩まで、俺はここでレンガを積まなきゃいけない

のさ。」 

「なんで、こんなことばかりしなければならないのか、まっ

たくついてないね。」 

旅人は、その男に慰めの言葉を残して、歩き続けた。 

 

もう少し歩くと、一生懸命レンガを積んでいる別の男に出会

った。先ほどの男のように、辛そうには見えなかった。旅人は

尋ねた。 

「ここでいったい何をしているのですか？」 

「俺はね、ここで大きな壁を作っているんだよ。これが俺の

仕事でね。」 

「大変ですね」 

旅人はいたわりの言葉をかけた。 

「なんてことはないよ。この仕事のおかげで俺は家族を養っ

ていけるんだ。大変だなんていっていたら、バチがあたるよ」 

旅人は、男に励ましの言葉を残して、歩き続けた。 

 

また、もう少し歩くと、別の男が活き活きと楽しそうにレン

ガを積んでいるのに出くわした。 

 

３人のレンガ職人の話（イソップ童話） 

教 頭  川﨑 公隆 
「ここでいったい何をしているのですか？」 

旅人は興味深く尋ねた。 

「ああ、俺達のことかい？俺たちは、歴史に残る偉大な大聖

堂を造っているんだ！」 

「大変ですね」 

旅人はいたわりの言葉をかけた。 

「とんでもない。ここで多くの人が祝福を受け、悲しみを払

うんだぜ！素晴らしいだろう！」 

旅人は、その男にお礼の言葉を残して、また元気いっぱいに

歩き続けた。 

この３人は、レンガを積むという同じ作業をやっていました

が、一人ひとりの答えが違いますね。 

１人目：「レンガを積んでいる」→特に目的なし 

２人目：「家族を養っていける」→生活費を稼ぐのが目的 

３人目：「大聖堂を造っている」→世の中への貢献が目的 

この中で一番モチベーション高く仕事をしているのは、明ら

かに３人目の職人ですよね。目的がしっかりしていて、その

目的を果たすためにどのような貢献ができるのかを自分で

考えるからこそ、より良い仕事をしようとその仕事に積極的

に関わる姿勢が生まれます。 

 

さて、学校生活に当てはめてみると、何のために、勉強して

いますか？部活動の目標は何ですか？先生や先輩の指示だ

からやっているのですか？今一度、自分自身を見つめ直し、

高いモチベーションで取り組んでみてください。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

令和４年度長崎県高校総合体育大会結果（主なもの） 

 

第１０４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１８日（月） 

場 所：長崎ブリックホール 

 

長崎県吹奏楽コンクール   
日  時：  ７月２３日（土）  

会  場：長崎ブリックホール  

 

 陸上競技               

◎女子 400m 

 白川英里香 準決勝進出 

◎男子 400m 

 糸山南海 準決勝進出 

◎男子 1500m 

 中野純平 第１３位 

◎女子 4×100m リレー 

 樫山愛菜、白川英里香、松永みか、鴨川美玲奈  

 準決勝進出 

◎女子 100m 

 松永みか 準決勝進出 

 鴨川美玲奈 準決勝進出 

◎男子８種競技 

 吉開翔栄 総合第５位 

◎女子 800m 

 濵道伊咲 準決勝進出 

◎男子 5000m 

 中野純平 第２０位 

◎男子 4×400m リレー 

 前川貴仙、糸山南海、高原悠馬、吉開翔栄  

 準決勝進出 

◎女子 200m 

 白川英里香 準決勝進出 

 樫山愛菜 準決勝進出 

◎女子 3000m 

 濵道伊咲 第２０位 

 

 卓 球                   

◎女子団体 

 １回戦 対 海星 ３－１勝利 

 ２回戦 対 諫早 ３－１勝利 

 ３回戦 対 活水 ０－３敗退 

     【ベスト８】 
◎女子ダブルス 

 森﨑・辻ペア 

 ３回戦 対 大村城南 ３－１勝利 

 ４回戦 対 鎮西学院 ０－３敗退 

     【ベスト１６】 
◎女子シングルス 

 ３回戦 辻対 長崎東 ３－１勝利 

 ４回戦 辻対 長崎女子商業 ０－３敗退 

 ３回戦 赤波江対 諫早 ３－１勝利 

 ４回戦 赤波江対 鎮西学院 ０－３敗退 

３回戦 森﨑対 長崎商 ３－２勝利 

 ４回戦 森﨑対 長崎女子商業 ０－３敗退  

 バレーボール               

２回戦 対 瓊浦   ２－０勝利 

３回戦 対 口加   ２－０勝利 

４回戦 対 聖和女子 ０―２敗退 

【ベスト８】 
 

 剣 道                

◎女子団体戦 

 対 諫早  ２－０ 勝利 

 対 五島  １－１ 勝利（本数勝ち） 

 準々決勝  

対 西海  １－２ 敗退 

【ベスト８】 
◎女子個人戦 

 前川楓花 

 ２回戦 対 長崎東  勝利 

 ３回戦 対 佐世保北 勝利 

 ４回戦 対 島原   敗退 

【ベスト１６】 
◎男子個人戦 

 １回戦 末武対 長崎工業 敗退 

 １回戦 福田対 向陽   敗退 

 

 サッカー               

１回戦 対 長崎鶴洋 ４―０勝利 

２回戦 対 長崎工業 ０―９敗退 

 

 男子バスケットボール               

１回戦 対 長崎明誠 ６２―１００敗退 

 

 女子バスケットボール               

１回戦 対 大村 ４３―７４敗退 

 

 水泳競技               

下田菜々美 

 200m 自由形 第３位 

    【九州大会出場】 
 

 男子ソフトテニス            

◎団体戦 

 １回戦 対 口之津海上技術 ３―０勝利 

 ２回戦 対 島原    １－２敗退 

◎個人戦 

 廣川・池本ペア 

 ３回戦 対鹿町工業 ３－４敗退 

 松本・亀田ペア 

 ３回戦 対長崎西 １－４敗退 

 本多・澤田ペア 

 ３回戦 対精道三川台 ２－４敗退 

 

 女子ソフトテニス            

◎団体戦 

 １回戦 対 長崎西 ０―３敗退 

◎個人戦 

 志水・豊嶋ペア 

 ３回戦 対 上対馬 ４－３勝利 

 ４回戦 対 長崎女子 ２－４敗退 

 村田・金子ペア 

 ３回戦 対 大村 １－４敗退 

 牧尾・中川ペア 

 ３回戦 対 大村 ０－４敗退 

 

 ハンドボール               

２回戦 対 長崎南  ２４―１９勝利 

３回戦 対 長崎商業 ２７―１０勝利 

４回戦 対 佐世保商業２２―１７勝利 

【 優 勝 】 
インターハイ・九州大会出場 

 

 弓 道                   

◎女子団体 

 予選 合計１２中/６０本 

 予選敗退 

◎男子個人 

 予選敗退 

 

 バドミントン             

◎団体戦  

 １回戦 対 長崎西 １－３敗退 

◎ダブルス 

 山邊・本多ペア 

２回戦 対 長崎東   ０－２敗退 

◎シングルス 

 ３回戦 山邊対 長崎北 ０－２敗退 

吹 奏 楽 部   コーラス部   

 

野球部・コーラス部・吹奏楽部もいよいよです！

応援よろしくお願いいたします♪ 

高総体に出場したみなさん、 

お疲れさまでした！ 


