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体育祭のその先に
体育科主任
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体育祭を終えて

青ブロック長 ３年４組 川口愛夏
コロナ渦の中、体育祭を開催できたこと、本
去る９月１０日（土）、晴天に恵まれ「第２０回体育祭」を盛大のうちに無事開催することがで 当に感謝しています。私は、この３年生と同じ
きました。本年度は「WITH コロナ」の中で、できるだけコロナ禍の前に戻し、開催しようとし ブロックのみんなと一緒に体育祭ができたこ
ました。しかし、今年度も緩和はしましたが観客は保護者のみとし、また人数制限をかけ、一般の とが本当に幸せです。いろんな人たちに恵ま
来場をお断りするなどご迷惑をおかけし、またご理解いただき感謝しております。
れ、一人ではみんなをまとめることができなか
さて大会当日までの準備期間、台風による休校、雨によるグラウンドでの練習不足等ありました。 ったと思います。先生たちもアドバイスをくだ
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 さり、仲間たちも助けてくれて、感謝しかない
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 です。１・２年生はこれから主軸となり、学校
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。また、設営・撤去も自分の役 の中心となってこの学校をもっと活気づけて
割を理解し、行動をしてくれました。これもいい伝統ですね。
ほしいです。総合優勝できて良かったです。先
今年の体育祭のスローガンは「謳歌～舞い上がれ清峰～」でした。このスローガンにはこの体育 生方、保護者の皆様、最高の思い出をありがと
祭で得たことが各クラス、団があったからだと振り返れる体育祭にしたいという願いが込められて うございました。
います。ぜひこれだけで終わらず、この体育祭で培った絆をこの先も継続し、清峰高校生徒全員が
一つとなり、この先の高校生活を充実したものにしていきましょう。
黄ブロック長 ３年３組 桃田海姫
入学して初めて１日体育祭を開催してくだ
さったことに、とても感謝しています。また、
最後の最後までついてきてくれた１・２年生、
本当にありがとうございました。３年生は進路
に向かって、全力疾走し、夢の実現のために頑
張っていきましょう。１・２年生は部活の主と
して、頑張ってください。結果は悔しかったで
すが、このメンバー、クラスでできて本当に良
かったです。最後の体育祭、楽しかったです。
保護者の皆様、先生方、本当にありがとうござ
いました。
赤ブロック長

３年１組

木下翔聖

体育祭を終えて、当たり前のことが当たり前にで
きる喜びを感じました。３年生にとっては、最後の
体育祭で特別な想いがあったと思います。体育祭に
向けて、早くから準備してくださった先生方をはじ
め、沢山の方々の協力のおかげで最高の体育祭にな
りました。３年生を中心に１・２年生もついてきて
くれて本番では最高のパフォーマンスができまし
た。赤ブロック全員で勝ち取った競技の部〈優勝〉
は一生の思い出として残るものになりました。３年
生は夢に向かって、１・２年生は文武両道で残りの
学校生活を思いっきり楽しみましょう！本当にあ
りがとうございました！！

今年度の文化祭について
日時：令和４年１０月２９日（土）
・３０日（日）
場所：清峰高等学校
今年度の文化祭は新型コロナウイルス感染症対
策を徹底した上で、２日間の日程で実施する予定で
す。また、今年は清峰高校として２０年目、北松南
高校時代から数えると７０年目の節目の年になり
ます。周年行事も兼ねた文化祭となる予定です。ま
た、詳細につきましては、現在学校内で検討を重ね
ておりますので、決定しましたら、学校ホームペー
ジ等でお知らせいたします。しばらくお待ちくださ
い。

行事予定
１0 月
１日（土）土曜補習（３年）、学校説明会➃（本校）
３日（月）秋季休業（～５日）、３年学習会（～５日）
６日（木）後期始業式、生徒会役員・後期委員任命式
７日（金）補習Ⅱ再開、各種専門委員会、PTA 役員会②
８日（土）対外模試（３年）
１２日（水）県総合文化祭（美術～１６日）
１３日（木）PTA 理事会②
１５日（土）地区新（バド～１６日）、ＰＴＡ地区別研修会
１７日（月）文化祭前短縮授業（～２５日）
２１日（金）漢検②、
２２日（土）県新人戦（ソフテニ～２４日）
２６日（水）代休（１０／２９分）
２７日（木）合唱コンクール予選・文化祭準備
２８日（金）授業①②③＋会場設営・文化祭準備
２９日（土）文化祭①（合唱コン本選）、
創立２０周年・開校７０周年記念事業
３０日（日）文化祭②
３１日（月）代休（１０／３０分）

１１月
１日（火）保健講話

２日（水）県高校駅伝
４日（金）漢検②
５日（土）土曜補習（３年）、対外実力（全）
佐々町青少年音楽祭（吹奏楽・コーラス）
６日（日）対外実力（２年）、対外模試（３年）
７日（月）避難訓練
８日（火）マナー講話（１年）
９日（水）政治的教養教育
１１日（金）しおかぜ祭総合開会式（アルカス）
１２日（土）土曜補習（３年）、県新人戦（バド）
１３日（日）全商ビジネス計算検定
１５日（火）課題研究発表会（３年）
１８日（金）地区新人戦（バスケ）
１９日（土）土曜補習（３年）、県新人戦（剣道、ハンド）
２８日（月）第３回考査（～１２/２）

１・２年生三者面談のご案内
9 月から 10 月にかけて、1・2 年生を対象に三
者面談を行っております。１年生は来年度の系列
及び科目選択の最終確認を中心に、２年生は卒業
後の進路等について話し合っています。これから、
生徒一人ひとりが進路実現に向けて目標をもって
歩み始めていきます。保護者の皆様、お忙しい中
の来校ありがとうございます。

科目選択

生徒会役員選挙

全国高等学校総合文化祭
コーラス部
まずは長崎県代表として清峰高校コーラス部を推薦
いただいたこと、そして多くの皆様のご支援のおかげで
本大会に参加できたことに感謝しています。池袋駅の目
の前、素晴らしい音響を有する東京芸術劇場にて「とな
りのトトロ」「瑠璃色の地球」の２曲を演奏しました。
この 2 曲は部で大切に歌い継いでおり、全国のみなさん
に聴いていただくことができ嬉しく思います。そして全
国のレベルの高い演奏に触れることができ貴重な経験
をさせていただきました、これを糧にこれからも頑張り
たいと思います。今後とも応援よろしくお願いいたしま
す。
吹奏楽部
県北地区 11 校 95 名の選抜吹奏楽団の一員として、
4 名が参加し、東京文化会館の全国の舞台で、長崎県ゆ
かりの曲「長崎県スポーツ行進曲」「西海讃歌」の 2 曲
を演奏しました。
限られた練習時間で不安もありましたが、参加者全員
の思いが一つになった演奏で、とても感動しました。
このような貴重な体験に参加でき、支えてくださった
方々に感謝し、これからも音楽を楽しんでいきたいと思
います。
この他、１年４組の溝田総史くんが将棋の部に参加
し、ベスト３２に入りました！

図書研修部

ました。今回は生徒会長１名の枠に対し、２年１組赤木
澪音さんの立候補がありました。信任投票に結果、信任
となりました。また、副会長２名の枠に４名の立候補者
があり、投票の結果、副会長は 2 年１組廣川竜秀さん、
１年１組柴田倖大さんに決定しました。今年度は、体育
館での立会演説会でなく、Teams での配信による演説

現在１年生では、２・３年時に受講する科目の選
択をしています。科目選択の今後の流れ、次のとお
りです。
９月～１０月 三者面談
１１月
科目選択確認書提出
（最終決定）
なお、決定後は原則として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。

平和学習について

8 月 30 日（火）３時間目に生徒会役員選挙が行われ

会となりましたが、立候補者は自らの清峰高校や生徒会
に対する思い、強い決意をしっかりと全校生徒に向けて
語ってくれました。
また、当日は佐々町選挙管理委員会のご協力のもと、

８月９日、７７回目の「長崎原爆の日」を迎え、平和学習を実施しました。この日に向
けて６月から各クラスの平和学習委員（HR 委員）や生徒会役員を中心に準備を進め、全
生徒から募集した「平和メッセージ」を編集した作品集を作りました。
当日の平和集会は新型コロナ感染防止のため、オンラインで各クラスに配信するという
形で行われました。第一部では地歴公民科の山田和浩先生が「この世界の片隅に」～戦時
下の家族の食卓～という演題で講話をしました。戦時中の「食」を通して戦争を考えると
いう、これまでにない視点から戦争をとらえたものでした。第二部では生徒会長 松尾尊
生さんによる「清峰平和宣言」が読み上げられ、１１時２分には全員で黙祷をして、原爆
で亡くなった方々の冥福を祈りました。そして「平和メッセージ作品集」が平和学習委員
の代表によって読み上げられ、平和について思いをはせる時間になりました。現在世界で
は戦争が起こっていることもあり、例年以上に生徒たちは平和について、平和のために自
分たちができることについて、真剣に考えることができたように感じました。

生徒全員が実際の選挙で使用される記載台・投票箱を利
用して投票を行いました。
今後は、生徒会総務のメンバーが決定し、後期開始と

【生徒の感想より】
（抜粋）

なる１０月 6 日に生徒会役員任命式が行われ、新体制

・今の生活がどれほど幸せなものなのかを今日の講話を聴いて改めて時間尻ことができ
た。

での生徒会活動がスタートします。新体制の生徒会の応

・今回の平和学習を通して、新たに戦争の悲惨さや平和の尊さを学ぶことができた。

援や協力、よろしくお願いします！

・今日の平和学習の講話を聴いて、節米料理というものがあることを初めて知った。毎日

四国総体 2022 インターハイ
（ハンドボール部）
７月３０日から始まった四国総体・愛媛イン
ターハイに出場しました。結果は２回戦敗退と
なりましたが、春の選抜王者相手に善戦するこ
とができ、清峰生の力が全国のトップに通用す
るんだということを実感して終えることができ
ました。この経験をしたからには、さらに上を
目指して頑張りたいと思います。応援してくだ
さった地域の皆様、保護者の皆様、そして夏休
み中にも関わらず、配信を見て応援してくれた
清峰生のみなさん、本当にありがとうございま
した。
・１回戦 徳島県立池田高校 33-10 勝利
・２回戦 京都府立洛北高校 29-22 敗退

３食食べられることに感謝感謝しないといけないと感じた。
・今回の平和学習では戦争が長引くにつれてどんどん食料がなくなり、生活できなくなっ
ていく様子が描かれていて、新しい視点で学習することができて良かった。

人間コミュニケーション・
公務員系列の紹介
公務員試験は出題範囲が広いので、早くから
対策に乗り出す必要があります。そのため授業も
公務員試験に直結した内容となります。２次試験
では面接試験も実施されるので、時事問題にも精
通していた方がよいでしょう。毎年１０～20 名
前後で構成されており、２年次より昼休みに週３
回の適性試験対策演習にも取り組んでいます。目
標が明確で、切磋琢磨できる環境なのが公務員系
列の特長です。

