
 
 
 
 
 
 

 

 

【 合唱コンクール結果 】 
 

金 賞  3 年 1 組 

銀 賞  3 年 4 組 

銅 賞  1 年 4 組  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

  

 

クラス企画 

「命の授業」 
講師 ゴルゴ松本先生 

 

 １０月２９日（土）に行われた創立２０周年・

開校７０周年の記念講演会では、ワタナベエン

ターテインメントからゴルゴ松本先生をお招き

して、「命の授業」と題した記念講話を行ってい

ただきました。 

 ゴルゴ松本先生は、漢字の話や歴史の話を踏

まえながら、時には笑い話を交え、私たちの命

や人生について話をされました。そこでは、先

生なりに解釈された漢字の成り立ちやその意

味、漢字に込められている思いについて教えて

くださいました。また、その漢字に込められた

思いから、私たちの人生に必要な考えや物事に

ついて講話をしていただきました。 

 さらには、生徒らと対話をしながら話を深く

掘り下げていただくとともに、本校の校訓であ

る「誠實」という言葉にも触れていただきまし

た。短い時間ではありましたが、清峰高校だけ

への特別な講話をしていただきました。 

 ゴルゴ松本先生の話をお聴きし、生徒、教員

ともに、身の回りにある漢字に込められた思い

について考える良い機会となりました。また、

生徒らにとってこれまでの人生を見つめ直し、

これからの長い人生を歩んでいくための糧とな

る、かけがえのない講話になったことと思いま

す。 
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新時代 
生徒会主任 光永和志 

 

 去る 11 月 10 日に延期日程となりましたが、無事に第 20 回文化祭を盛大のうちに終えること

ができました。まずは文化祭を盛り上げてくれたすべての生徒の皆さん、そして、支えていただい

た先生方にお礼を申し上げます。 

 さて、今年度の文化祭は試行錯誤の連続でした。過去 2 年間実施できなかったクラス企画を何と

か実施できないか、どのような方法で実施できるのか。結論はクラス企画を教室でなく体育館で行

うという選択でした。例年通りとはいきませんでしたが、各クラスがさまざまな展示、ステージ発

表を行ってくれ、見ている人全員が大いに笑い、楽しい時間を過ごすことができたと思っています。 

 そして、本校の名物の一つである合唱コンクールは予選からどのクラスが本選に上がってもいい

歌声をみせてくれました。その中で金賞、銀賞を獲得した 3 年生はさすがの一言でした。特に 3

年 1 組の男性パートは人数が少ない中でも存在感ある歌声を響かせ、女性パートに負けなかったの

は立派でした。私事ですが、毎年、合唱コンクールが終わると、それぞれのクラスが披露した自由

曲の原曲を聴きます。当然知っている歌もあるのですが、知らなかった歌の原曲を聴き、さらにそ

の歌が好きになってしまいます。今年は 3 年 4 組の自由曲「正解」でした。卒業ソングでもある

ので今年の 3 年生が卒業するまではよく聴くことになるのかなと思っています。１，2 年生の皆さ

んは来年さらにすばらしい合唱コンクールにしてくださいね。 

 さらに、文化部の発表では JRC 部の発表のみかと思いきやハンドベルの披露、英語部の英語版

「さるかに合戦」、凛とした雰囲気の中での茶道部のお点前披露は普段の活動がよくわかる内容で

した。コーラス部は笑いあり、感動ありの発表で鳥肌が立ったのは私だけではないはずです。吹奏

楽部の演奏は大トリを飾るにふさわしい内容で、少ない人数ながらも迫力のある演奏でした。 

 今年の文化祭のサブテーマは新時代～UTA で作ろう笑顔と感謝を～でした。コロナの影響で延

期になりましたが、開催できたことの感謝を展示や発表で示してくれ、そしてみんなの笑顔を作っ

てくれました。また、コロナの感染力の強さ、そして感染予防の重要性を再認識させられた文化祭

であったとも思っています。with コロナでの学校生活、普段の学校生活を取り戻しつつある今こそ、

感染予防の意識をもって生活を送っていくことが大事ですね。まさに「新時代」このような中で生

徒全員が協力して文化祭を成功させてくれたことにあらためてお礼を言います。 

「ありがとうございました」 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３－１文化祭実行委員） 

３年１組は、朝と放課後に補習に参加する

生徒が多く、他のクラスと比べると練習時間

があまり確保できませんでした。しかし、少

ない時間の中でも、全員が協力して練習に参

加してくれたおかげで、金賞を取ることがで

きました！３年間の集大成を出すことがで

きて良かったです！新型コロナウイルスの

影響により文化祭前日まで全員で練習する

ことはできなかったので、後輩の皆さんには

早めから練習を行って悔いの残らない文化

祭にしてほしいです。また、清峰の伝統であ

る合唱をより良いものとして受け継いでい

ってほしいです！ 

クラス企画 
 

３年ぶりのクラス企画となった今回は、ス

テージ発表や動画作成、モザイクアートな

ど、各クラス、学年の色が出る発表や作品で

観客を楽しませてくれました。 

創立２０周年開校７０周年記念式典 

清峰高校として創立２０周年、北松南高校から

数えて開校７０周年を記念して、１０月２９日

（土）に式典を行いました。式典では、本校の井

上校長先生の式辞をはじめ、実行委員長である

佐々町長、古庄剛様よりご挨拶を賜りました。 

 本校は佐々町に位置するため、炭鉱時代からの

佐々町の歴史のお話を踏まえながら、北松南高校

から続く清峰高校の歴史についてご挨拶をいただ

きました。また、長崎県の県立高校で初の快挙と

なる甲子園優勝についても触れていただきまし

た。本校は運動部だけでなく、コーラス部などの

文化部の活躍も素晴らしい高校です。良き伝統を

受け継ぎ、これからも清峰高校は佐々町とともに

頑張りたいと思います。これからも地域の皆さま

の暖かいご支援よろしくお願いします。 
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英語部 

 今年の英語部は、日本人なら小さい頃に読ん

だことのある、有名な民話「さるかに」の朗読

劇に挑戦しました。 

絵本の文章を自分たちで翻訳することから

始め、分かりやすい英語で表現することの難し

さや、読み聞かせるように抑揚をつけることの

難しさを感じながらも、何とか完成させること

ができました。 

登場人物や物語の結末 

が、皆様の知っているも 

のとは異なっていたかも 

しれませんが、楽しんで 

いただけたなら嬉しく思 

います。 

 
 

    コーラス部 

 今年は「７０２０～ツナグウタ～」と題し、

今も昔も愛されている曲を演奏しました。「ド

ラえもん」ステージでは３年生男子生徒の協力

のおかげで聴いてくださる皆様に笑顔をお届

けすることができました。コロナ禍であっても

歌うことをあきらめず３年間を過ごした３年

生は文化祭をもって引退し、これから１・２年

生の新体制とな 

ります。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。 

吹奏楽部 

吹奏楽部のステージでは「SEIHO ミュージック

ステーション」というテーマで演奏を行いました。

皆様のおかげで、明るく楽しいステージにするこ

とができました。「シンデレラガール」では、多

くの先生方に協力していただきました。今後とも

吹奏楽部の応援をよろしくお願いいたします。ご

声援、ありがとうございました。 

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。 

 

 

図書部・JRC 部 

 11 月８日(水)・９日(木)、図書室にて、毎年

恒例の図書部・JRC 部合同店舗 ―『Bookies』

を開店しました。古本とクッキーを販売しまし

たが、多くの生徒の皆さんと、先生方にご来店

いただきました。利益については赤い羽根共同

募金・災害被災地への義援金として寄付しま

す。皆さん、ありがとうございました！！ 

新制服ファッションショー 

 １０月２９日（土）に創立２０周年・開校７０周年の

周年記念事業として、「新制服候補ファッションショー」

を開催する予定でしたが、記念式典、文化祭の縮小により、

「新制服候補ファッションショー」も延期となりました。 

新制服候補のお披露目は、１２月１３日（火）の LHR

の時間で行われる予定です。さぁ、清峰高校のシンボルと

なる新たな制服はどのようなものになるのでしょうか。 

どんな制服ができあがっているのか、気になりますね！

どうぞ皆さん、お楽しみに！★ 

 

 

 

 

茶道部 
茶道部は、今年度は、ステージ上にお茶室を

再現して、お点前披露を行いました。 
お軸は、「和敬礼節」です。部員たちは、日

頃から部活動をとおして日本の伝統文化に親
しみ、「和」の心を育んでいます。 
今年も残念ながらコロナのためにお茶会を

開くことができませんでしたが、いつかまた 
皆様においしい
お茶を召し上が
って喜んでいた
だける日が来る
ことを願って、 
これからも部員
一同お稽古に励
みます。 

寄付金額 
￥１６，５８０ 

人生の達人セミナーが行われました 

１0 月 11 日(火) 、キャリア教育セミナ

ー事業「人生の達人セミナー」を実施しま

した。 今回は、佐世保市動物愛護センタ

ーにて、迷い犬や猫の保護、里親探しなど

の動物愛護行政に携わっていらっしゃる佐

世保市保健福祉部生活衛生課 前田亮平様

を講師としてお招きし、「佐世保市におけ

る動物愛護の現状と動物愛護センターの取

り組み」についてお話しいただきました。

生徒達の関心が高く、命の尊さについて考

える貴重な機会となりました。 

 

 

もうすぐ修学旅行です 

2 学年主任 金子 慎吾 
 

１２月６日（火）から１１日（金）まで、関東

方面への修学旅行を予定しています。初日はお台

場地区を散策後、劇団四季【バケモノの子】を鑑

賞します。２日目は東京ディズニーシー研修。３

日目は浅草地区を研修後、班別自主研修で企業や

学校を訪問します。最終日は上野地区を散策して

帰る予定です。 

 ここ数年、中国・四国方面の旅程に変更となっ

ておりましたが、今年度は元の形式に戻し、関東

方面へ向かいます。 

コロナ対策を入念に行いながらの旅行となり

ます。安全第一で行ってまいります。

 

 

行事予定
  
 

１２月 

 

 １月 

 

 

１日（木）第３回考査（～２日） 

２日（金）クリーン大作戦 

３日（土）土曜補習（３年） 

５日（月）インターンシップ事前指導（１年）、修学旅行結 

団式（２年）、進学生特編授業開始（３年） 

６日（火）インターンシップ（～９日）、修学旅行（～９日） 

９日（金）全九州高総文祭（佐賀～１１日） 

１０日（土）対外模試 

１２日（月）PTA役員会➂ 

１５日（木）PTA理事会➂ 

１７日（土）土曜補習（３年）、県一斉実力・進路マップ（１・ 

２年）、短大模試（２年）、公務員模試（２年） 

１９日（月）第１２回総合学科部会生徒課題研究研修会 

２０日（火）インターンシップ発表会（１年）、進路別集会（２ 

年） 

２２日（木）球技大会 

２３日（金）全校集会、人権教育、大掃除 

２５日（日）冬季補習（～２８日） 

２９日（木）対外模試（３年～３０日） 

 

 

 ３日（火）対外模試（３年～４日） 

 ５日（木）３年学習会（～９日） 

１０日（火）後期授業再開 

１２日（木）前期選抜受付開始 

１３日（金）考査時間割発表（３年）、漢検➂、英検➂ 

１４日（土）大学入学共通テスト（～１５日）、対外実力（１・２ 

年） 

１６日（月）共通テスト自己採点（３年） 

１７日（火）産社学年発表会（１年） 

２０日（金）第４回考査（３年～２６日） 

２２日（日）全商簿記実務検定 

２４日（火）総探学年発表会（２年） 

２７日（金）校内ロードレース大会 

２９日（日）全商情報処理検定 


