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校　訓

　「誠實」とは、自分の生きていく道に、心をこめて他人や自
分をいつわることなく 「真」をつらぬき生きていくことである。
　本校創立時、文部大臣であった天野貞祐氏よりいただいた 
「誠實」を校訓として制定する。
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校　旗

北松南高等学校

清峰高等学校
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校　章

　本校のすぐ傍を流れる、清流佐々川の川面から飛び立つ白鷺を図
案化し、新たな旅立ち、希望と抱負の意を込めている。また、首（こ
うべ）は周囲の山々の躍動感を表すため、非対称の形としている。
　色彩は、本校創立初期に定められた、スクールカラーの「緑」を
引き継ぐとともに、新校名「清峰」の峰のイメージを「緑」に託し
ている。

作成者　元・本校美術科　溝口誠史郎教諭

　昭和 27 年、開校当時に全校から校章の図案募集がなされ、吉富儀
任氏（江迎町）の原案が選ばれた。それに学校関係者の意見を取り
入れて、同年６月左図の校章が出来上がった。
　校章の意味するところは、当時の本校教諭で校章決定に助力され、
また校歌作詞者の一人でもある興梠政夫先生の言葉によれば、「歳寒
くして松柏のしぼむに後るるを知る」という論語の教えにある不撓
不屈の精神であり、松の緑に永遠の発展を願ったものである。また、
「北」の文字の円形図案は、本校に学ぶ生徒の円満な人格形成を祈念
したものである。

清峰
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長崎県立清峰高等学校長

巻 頭 言

溜　　美恵子

　菊の香馥郁たる今日の佳き日に、清峰高校創立 10 周年・北

松南高校開校 60 周年記念式典を挙行するに当たり、熱い思い

を受け継いでいただいた歴代の校長先生、同窓会会長様、

PTA会長様をはじめ、多くの御来賓の皆様の御臨席を賜り、

本校の前途を祝福・激励していただきますことは、在校生・職

員にとりまして大きな喜びとするところです。代表して厚くお

礼申し上げます。

　我が清峰高校の前身は、昭和 27 年、全日制と定時制を有す

る長崎県立北松南高校として、ここ佐々町に開校しました。ご

存じのように、佐々町は山々の緑と川のせせらぎが聞こえる豊

かな自然に恵まれた町で、大正から昭和にかけては石炭産業で

大いに繁栄しました。開校当時の北松南高校定時制には採鉱科

があるなど、地域と共に歩み、多くの優秀な人材を輩出してき

ました。その諸先輩方の努力によって、創り育まれてきた伝統

は、紆余曲折を経ながら今もこの地に脈々と息づいています。

  昭和 42 年７月の大水害では佐々川堤防が決壊し、多くのボ

タが校舎内に流れ込み、教育施設の被害や諸書類の流失、学校

行事の中止など教育活動に大きな支障が生じました。その時、

校地移転の問題も表面化したほどでしたが、関係各町、地域住

民の御支援等もあり施設設備が充実されました。その後、進学・

就職・部活動においても県内で実績を上げてきました。その向

学心に燃えた卒業生の息吹を、今も残る卒業生手作りの瓢箪池

と姫蘇鉄に感じます。   

　しかし、エネルギー革命や産業構造の変化に伴って、炭坑の

閉山と過疎化により、生徒数・学級数の減少など厳しい試練に

直面し、平成９年には学校の活性化をテーマに「北松南高 21

世紀構想委員会」を設置しました。その後「学校改革委員会」「学

科改編委員会」と名称を変更しながら、地域に応えられる学校

づくりを模索してきました。そして平成 15 年、長崎県高等学

校教育改革第１次実施計画に伴い、長崎県内４番目の総合学科

清峰高等学校として新たなスタートを切りました。

　総合学科の特徴は、将来の職業選択を視野に入れた、個々の

創立 10 周年・開校 60 周年を迎えて
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清峰誠誠翔

主体的な学習活動を通して、興味・関心を高め、学ぶことの楽しさや課題解決の喜びを実

感できることにあります。併せて２年次からは、自己の進路に応じた科目を選択すること

もできます。自己の進路への自覚を深めさせる学習を通して、勤労への意欲と喜びや自己

の生き方を見つめるなど、将来社会人として生きていくための資質・能力を育成するキャ

リア教育を実践しています。早期に目標を立て、計画的に進められる学習は、夢実現への

大きな一歩であり、次代を担う人材育成でもあります。生徒たちは、総合学科の特性を遺

憾なく発揮し、御支援・御理解くださる地域の皆様に感謝の心で応えるべく、学習活動や

部活動に積極的に取り組んでいます。現在、雇用情勢悪化の中でも、進学・就職率 100％

達成を継続していることも、キャリア教育の成果です。部活動も同様、県大会で輝かしい

実績を残した柔道部やバスケット部や剣道部はいうまでもなく、コーラス部は、全国大会

出場や 23 年連続九州大会出場を果たすなど、今も部活動の中核として学校内外で大きく

貢献しています。中でも、清峰高校になって特に大きく躍進した部活動が、平成 17 年夏

に甲子園初出場を果たした硬式野球部です。平成 18 年春の選抜大会では全国準優勝の快

挙を成し遂げました。「田舎町の公立高校」が地元出身の選手だけで、強豪校を倒す姿は

痛快であり、日本中からの声援を背に戦っているようでした。そして、遂に平成 21 年春

の選抜大会で、全国優勝を果たし、長崎県下で初めて紫紺の優勝旗を手にした学校となり

ました。本校と地元佐々町はもとより長崎県全体に、希望と勇気を与えたと自負しており

ます。本校校訓の「誠実」が歌詞に織り込まれた清峰高校校歌が幾度となく甲子園応援ス

タンドに流れ、そこで共に歌う生徒・職員はじめ、北松南OB、清峰OB、地元応援団等

の姿に、学校の歴史と地元愛の深さを感じたことはいうまでもありません。

　そして今年、１万７千余名の卒業生の思いを受け継ぎ、いつまでも続く世に清峰の輝か

しさを絶やさず、新たな歴史を作り上げるべく「万代（よろずよ）に継ぐ　清峰の綺羅」

というスローガンを掲げ、記念行事に取り組んでいます。

　厳しい経済環境等で混迷する社会の中にあっても、本校で学んだ資質・能力を生かし、

先人の足跡を力として「生きる力」と「復元力」を有する人物を育てていきたいと考えま

す。

　最後になりましたが、私たち教職員は諸先輩方が築いてこられた多くの実績を受け継ぎ、

さらに進化・発展を遂げ「地域と共に成長する学校」から「地域が誇る学校」を目指しま

す。ここに改めて記念事業に際し、御尽力いただきました同窓会・PTA・旧職員等をは

じめ、本記念誌発刊に際し玉稿を賜りました皆様方に、衷心よりお礼申し上げ御挨拶とさ

せていただきます。

創立10周年記念
開校 60周年記念
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清峰誠誠翔

渡　辺　敏　則

　長崎県立清峰高等学校が創立10周年・開校60周年を迎えるに当たり、ごあいさつを申
し上げます。
　本校は、昭和27年４月、産炭地として隆盛期にあった佐々の地に、地域の皆様の熱い
期待を受け、全日制普通科・商業科、定時制商業科・採鉱科の併設校として開校いたしま
した。その後、炭鉱閉山という時代の趨

すう

勢
せい

の中で、定時制課程の廃止や学科の新設など幾
多の変遷を経て、平成15年４月、学科を総合学科に改編し、県立清峰高等学校として生
まれ変わりました。
　開校以来60年間、本校で学んだ卒業生は一万七千余名を数え、地元地域や県内はもと
より、全国各地で、各分野の第一線で活躍しておられます。
　また、清峰高校は、「郷土で生き、郷土を愛し、郷土を担う人づくり」を教育理念に掲げ、
開校当時の文部大臣天野貞祐氏からいただいた校訓「誠實」の精神のもと、学業と部活動
の両立を軸にした心身両面にわたる鍛錬を通じて、豊かな人間性の育成に努めてこられま
した。
　特に、キャリア教育に熱心に取り組み、インターンシップや課題研究を通して、自立し
た社会人・職業人としての資質を伸ばし、社会の形成者としての自覚や使命感を高めるな
ど大きな成果を上げています。この取組は、「長崎県教育振興基本計画」に掲げた「郷土
を担うキャリア教育の推進」と軌を一にするものであり、本校の取組が今後一層充実し、
本県と我が国の未来を拓く若者の育成に貢献されることを大いに期待しています。
　部活動においては、野球部が夏３回・春２回の甲子園出場を果たし、「清峰旋風」を巻
き起こし、平成21年には県勢初の全国制覇という偉業を成し遂げました。また、コーラ
ス部が23年連続で九州大会出場を果たすなど、スポーツ・文化両面において素晴らしい
実績を残しています。
　本校が、地域の絶大な信頼を得ながら今日のこのような発展を見ることができましたの
も、ひとえにPTAや同窓会の皆様、そして地域の皆様の温かい御支援・御協力と、歴代
の校長先生をはじめ教職員の皆様のたゆまぬ御指導の賜物であると、心から感謝申し上げ
ます。
　在校生の皆さんには、清らかな佐々川の流れと美しい山並みに抱かれた素晴らしい環境
の中で懸命に学び、変化の激しい現代社会をたくましく「生き抜く力」と「誠實」の精神
を身につけるとともに、これまで築き上げられた伝統を土台としながら、新たな校風の樹
立に向け努力を重ねることを期待いたします。
　また、教職員の皆様には、今後とも、生徒の個性や能力を最大限に引き出し、心豊かで
社会の変化に対応できる人材の育成を目指した教育に、一層尽力していただきますようお
願いいたします。
　結びに、長崎県立清峰高等学校の一層の発展を祈念して、ごあいさつといたします。

長崎県教育委員会教育長

ごあいさつ
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清峰誠誠翔

　長崎県立清峰高等学校の創立10周年・開校60周年、誠におめでとうございます。
　貴校は、昭和27年４月、「地域産業の振興を担う人材育成を」という地元の皆様の熱い
期待に応えるため、県立北松南高等学校として開校されました。その後、平成15年には
校名を県立清峰高等学校に変更し、県内４校目の総合学科校として新たなスタートを切り、
着実な発展を遂げながら、ここに清峰高校創立10周年、そして開校60周年という節目の
年を迎えられました。
　この間、貴校が、本県はもとより、国内外を問わず、各界の第一線で活躍する多くの有
為な人材を輩出してこられましたことは、誠に喜ばしく頼もしい限りでございます。
　また、これまで営々と積み重ねてこられた貴校の教育は、学業における確かな実績と、
部活動における素晴らしい成果として結実しています。特に野球部の躍進はめざましく、
平成18年の選抜大会準優勝に続き、平成21年の選抜大会では長崎県勢初となる全国制覇
を成し遂げられ、清峰高校の名を一躍全国に轟かせるとともに、県民の皆様に大きな夢と
感動を与えてくれました。その他にも、コーラス部が23年連続で九州大会出場を果たす
など、体育部・文化部の活躍ぶりには、目を見張るものがあります。
　これもひとえに歴代の校長先生をはじめ、多くの教職員の皆様のご尽力と、保護者や同
窓会、地域の皆様の温かいご支援の賜物であり、心から感謝申し上げます。
　さて、現代は、厳しい経済情勢や、少子・高齢化の進行等を背景に社会構造が大きく変
化し、人々の暮らしに関わる様々な課題に直面しております。
　本県といたしましても、このような時代の潮流を踏まえつつ、「人が輝く、産業が輝く、
地域が輝く長崎県づくり」を基本理念とする「長崎県総合計画」に基づき、各種施策に取
り組んでいるところであり、とりわけ、人づくりの中核を担う教育は、本県と我が国の未
来を拓く重要な鍵になると考えております。
　そのような中、貴校が、常に教育内容の充実に努められ、「将

あ

来
す

をつかむ総合学科」と
して、時代のニーズに柔軟に対応できる人材を育成しておられることに大きな期待を寄せ
ているところであります。
　校長先生をはじめ教職員の皆様には、今後も、名実ともに清らかな品性と高峰を踏破す
る力強さを持った「誠

まこと

実の清峰生」を育て、新しい歴史を創造していただくとともに、保
護者や同窓会の皆様、地域の皆様には、今後とも清峰高校に対し変わらぬご厚情を賜りま
すようお願い申し上げます。
　また、在校生の皆さんには、この創立10周年・開校60周年という節目の年に在学する
ことを誇りとし、輝かしい伝統を築いてこられた先輩のご労苦に思いを馳せ、母校の更な
る発展のために若い力を発揮されることを期待いたします。
　結びに、長崎県立清峰高等学校の限りないご発展と、皆様方の今後益々のご健勝、ご活
躍を心からお祈り申し上げ、お祝いのご挨拶といたします。

祝　辞

中　村　法　道長崎県知事
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清峰誠誠翔

　長崎県立清峰高等学校が、記念すべき創立10周年・開校60周年を迎えましたことを、
心より関係各位とともに御祝い申し上げます。
　美しい緑の山並みと、傍らを流れる清らかな佐々川に抱かれ、北松炭田地帯の要として
栄えたこの佐々の地に、昭和27年４月、長崎県立北松南高等学校として開校した我が母
校は、以後現在に至るまで地域の人材育成の拠点として、地域とともにたくましく発展を
遂げ、深い郷土愛を持った多くの人材を地域の担い手として輩出してきました。開校以来
の同窓生も17,000名を超え、多くの同窓生が、各界の第一線で活躍しておられます。
　これもひとえに、これまでに在職された多くの先生方、保護者の皆様、並びに同窓会を
はじめとする地域の皆様の並々ならぬご尽力の賜物でございます。ここに母校の発展に寄
与されたすべての方々に、厚く御礼申し上げます。　
　ところで、母校北松南高等学校は、平成15年４月より県内４校目の総合学科高校とし
て生まれ変わり、校名も「清峰高等学校」と改称されました。その後、各種施設の整備が
進められ、校舎内外の様子も随分と変わりました。現在は私が在学していた頃の校舎も取
り壊され、ハンドボールやサッカーの練習場へと姿を変えてしまいました。
　私にとって愛着のある校名や校舎が姿を消してしまうことに、一抹の寂しさを感じたこ
ともございましたが、５度の甲子園出場と、県勢初の全国制覇を成し遂げた野球部や、４
度の全国大会出場を誇るコーラス部など部活動の活躍、また、地域の方々への明るく爽や
かな挨拶、地域清掃をはじめとするボランティア活動など、清峰高校の生徒の皆さんが様々
な場面で地域の発展に大いに寄与してくれていることに触れるにつけ、目に見えるものは
変わっても、校訓である「誠實」の精神と、「地域とともに歩む」学校としての在り方は脈々
と受け継がれ、北松南高校時代から変わらずに息づいているように感じます。そのことは、
同窓生として、また地域住民としての大きな誇りとなっております。
　現在わが国は、出口の見えない経済不況と少子高齢社会等の問題を抱えており、加えて
地域の衰退・疲弊も叫ばれております。そのような厳しい状況にあっても、伝統ある本校
の精神を保つことができれば、清峰高校は今後も発展を続け、「地域の誇り」であり続け
るとともに「地域の浮揚」の原動力ともなり得るものと確信いたしております。
　このたびの「創立10周年・開校60周年」記念事業は、学校・PTA・同窓会が「実行委
員会」を組織し、記念事業の企画・推進に取り組んでまいりました。これを契機として、
学校に関わるこの３者が、清峰高等学校発展のために、今後も手を携えて進んでいくこと
を期待してやみません。
　最後に、今後の清峰高等学校のさらなる発展と飛躍、教職員及び生徒、保護者の皆様、
並びに同窓生の皆様のご健勝とご多幸を心からお祈り申し上げ、ご挨拶といたします。

古　庄　　　剛同窓会会長

創立10周年・
開校60周年を
迎えて
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清峰誠誠翔
清峰高校
創立10周年に
寄せて

　長崎県立清峰高等学校の創立10周年・開校60周年にあたり、PTAを代表いたしまして
一言お慶びを申し上げます。
　清峰高等学校は、昭和27年、普通科３学級、商業科２学級、定時制商業科１学級、採
鉱科１学級を有する長崎県立北松南高等学校として開校いたしました。平成15年には現
在の校名に改称し、総合学科高校として新たなスタートを切りました。この間、地域に根
ざし、地域とともに発展を続け、北松地区の中心校としての今日の地歩を築き上げてきま
した。
　これは、学舎を巣立って行かれた卒業生や現在在学されている生徒の皆さん一人一人の
ご努力はもちろんのこと、歴代の校長先生をはじめとする教職員の皆様の熱心なご指導、
保護者の皆様の献身的なサポート、そして地域の皆様の一方ならぬご協力とご支援とが結
実したものであり、関係者の皆様の長年にわたるご尽力に深く敬意を表する次第でありま
す。
　私は、２人の娘が清峰高校にお世話になったのがご縁となって、PTAの仕事に関わら
せていただき、現在は保護者代表としての立場で、学校運営に微力を尽くしているところ
でございます。この度、創立10周年・開校60周年の節目の年にPTA会長を務めることと
なり、身の引き締まる思いがいたします。
　娘たちを通して清峰高等学校を見ておりますと、生徒の皆さんが、毎日勉強に部活動に
充実した学校生活を送っていることがうかがえます。自分の夢に向かって日々ひたむきに
努力を重ね、心も身体もたくましく成長していく生徒の皆さんの姿に、私自身も勇気づけ
られています。これも、教職員の皆様の教育に対する情熱と、それを支える保護者の皆様
の存在があってはじめて実現したことであろうと思っております。心より感謝いたします。
　近年、高校生を取り巻く環境は大きく変化し、学校と家庭の連携に関わる諸問題も深刻
化しているとうかがっております。しかし、私はPTA活動に取り組んでいく中で、清峰
高校は先生方と保護者の方々の距離が比較的近く、学校の教育活動に保護者が協力しやす
い雰囲気があるということを肌で感じました。また、先生方も愛情に裏付けられた「厳し
さ」で子どもたちに接しておられます。そうした学校と家庭の望ましい関係と環境がある
からこそ、本校の校訓にもある「誠實」な心を持った生徒が育まれ、清峰高校が地域の誇
れる学校に成りえているのであると確信した次第です。
　私自身は創立10周年・開校60周年の記念の年である本年が、清峰高校のさらなる発展
のスタートとなることを心より期待しております。生徒の皆さんは、「新たな清峰高校の
歴史を創るのは自分たちだ」という気概で、今後の学校生活に臨んでいただきたいと存じ
ます。
　最後になりましたが、創立10周年・開校60周年に際し、同窓会、地域の皆様、関係各
位のご尽力、ご厚意に深く感謝申し上げ、お祝いの言葉といたします。

北　村　亮　樹PTA会長
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清峰誠誠翔
創立10周年・
開校60周年に
寄せて

　本校は、今年で創立10周年・開校60周年という大きな節目の年を迎えました。このよ
うな記念すべき年を在校生として迎えることができましたことを、たいへん喜ばしく、ま
た、誇りにも感じております。
　今日の清峰高校があるのは、北松南高校時代から、素晴らしい伝統を築き上げてこられ
た先生方のご指導、地域の方々の温かいご支援、そして先輩の皆様方の努力のおかげです。
この尊い伝統を、私たちも、しっかりと受け継ぎ、後輩へと伝えていきたいと思います。
　清峰高校の魅力の第一は、総合学科であることです。自分自身の進路を早期に設定し、
それに合わせて科目を選択します。だからこそ、自己を分析して、本気で進路と向き合わ
なければなりません。本校は二人担任制で、先生方に何でも相談することができます。き
め細かなご指導をいただきながら、私たちは、それぞれの選んだコースのなかで、勉学に
励んでおります。先生方の授業に心を引きつけられ、日々、新しい知識と出会い、確かな
学力を身につけています。
　本校の魅力の第二は、学校行事や部活動といった、生徒の活動が盛んであるということ
です。顧問の先生方は、試合に勝利するための技術はもちろん、人としての生き方につい
ても教えてくださいます。私たちは学校行事や部活動を通じて、礼節を重んじ、社会のルー
ルを守る心を学んでいます。一人一人が自分の果たすべき役割を考え、周囲のために自発
的に行動することで、目には見えない、清峰生としての品位が生まれているのではないで
しょうか。それが、長崎県勢初の甲子園大会優勝に代表される、清峰高校の数々の成功に
つながってきているのだと感じています。
　本校創立10周年・開校60周年のスローガンは、「万代（よろずよ）に継ぐ　清峰の綺羅
（きら）」です。今こそ私たちは、美しく輝く清峰高校の伝統を遠い未来にまで伝えていく
ことを、期待されているのだと思います。私たちが今、輝いて生きることで、未来は輝き
に満ちたものになっていきます。
　これからも時は流れていきます。先生も生徒も、校舎も移り変わっていくことでしょう。
しかし、緑豊かな山々と佐々川の清流に育まれ、美しい歌声と、元気な言葉が響きわたる
清峰高校が、これからも発展を続け、私たちの地域、そして日本の未来に貢献していくこ
とだけは、間違いのないことです。
　私たちはこれから、清峰高校の新しい歴史を作り上げていくことをここにお誓いし、あ
いさつといたします。

森　　　公　基生徒会長
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歴代校長 ―北松南高等学校―

初代校長

福　田　冨貴男
昭和27年4月～ 31年3月

第５代校長

上　野　弘　道
昭和41年4月～ 45年3月

第９代校長

松　野　吉太郎
昭和51年9月～ 55年3月

第２代校長

鴇　田　忠　正
昭和31年4月～ 32年3月

第６代校長

永　野　文　雄
昭和45年4月～ 47年3月

第 10代校長

秋　月　　　泰
昭和55年4月～ 56年3月

第３代校長

宮　本　正　之
昭和32年4月～ 38年3月

第７代校長

高比良　唯　治
昭和47年4月～ 48年3月

第 11代校長

高　木　正　治
昭和56年4月～ 58年3月

第４代校長

朝　長　一　郎
昭和38年4月～ 41年3月

第８代校長

宮　内　文　男
昭和48年4月～ 51年8月

第 12代校長

榮　岩　吉　郎
昭和58年4月～ 61年3月
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歴代校長 ―清峰高等学校―

第 13代校長

森　　　藤　男
昭和61年4月～ 63年3月

第 17代校長

大　浦　健　吉
平成７年4月～ 10年3月

初代校長

川　瀬　長　久
平成15年4月～ 17年3月

第 14代校長

古　賀　　　東
昭和63年4月～平成2年3月

第 18代校長

中　村　俊　雄
平成10年4月～ 13年3月

第２代校長

松　瀬　太　郎
平成17年4月～ 21年3月

第 15代校長

末　吉　純　次
平成２年4月～５年3月

第 19代校長

川　瀬　長　久
平成13年4月～ 15年3月

第３代校長

山　川　和　則
平成21年4月～ 23年3月

第 16代校長

山　﨑　政　之
平成５年4月～７年3月

第４代校長

溜　　　美恵子
平成23年4月～
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第１章　校　史

北松南時代

1952～2002
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創立10周年記念
開校60周年記念

1952 1961～
昭和27年 昭和36年



21
The Anniversary of Seiho High School

第１章　校　史　北松南時代
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第１章　校　史　北松南時代

　清峰高等学校創立10周年、開校60周年、本当におめでとうございます。心よりお祝い申し
上げます。耳を澄ませば、佐々川のせせらぎが聞こえる、自然豊かな環境に抱かれて過ごし、

昭和33年から４年間を定時制に学んでから早いもので50年が過ぎました。昭和32年、中学３年
の時、両親がやっと買いもとめた家屋は、半年後、地滑りのため崩壊し、やむなく昼間は家業の洋服店の
見習をし、定時制に通いました。
　今思えば中学生の仲間も家庭の事情で進学を断念し、「金のたまご」と言われて関東、関西へと就職し
ていく列車を見送りに行ったことを思い出し、いつか自分も上京し技術を磨きたいと思い、貧しい中にも
学校に行ける喜びが有りました。もともと当時、商売人の長男は親の後を継ぐのが当然とされていた時代、
将来生き残るために「技術日本一」になる事が、子ども時代からの念願でした。入学した当時、年齢はさ
まざまな47名の仲間も、疲れた身体で職場で働き、学校で学んでいるうちに、健康上の理由から学業を
断念した者もおり、最終的に卒業できたのは23名でした。人生経験豊かな３年先輩の級友と知り合い、
その方も商売人の長男で真面目で高い目標が有り、珠算の１級を取得したいと、休み時間や授業が終わっ
てから、バスの時間まで練習されていました。自分も商業科に入学したのだから、珠算、簿記、実務のオー
ル３級にチャレンジしようと、先輩にいろいろ教わり勉強しました。先輩は小佐々町、私は芳ノ浦（佐々
町）でしたので古川バス停まで15分、仲間７名、仕事や学校の話をして、おたがい励まし合いながら、
時には休みを利用し、担任の先生宅に遊びに行ったり、ハイキングに行ったり楽しい事も有りました。帰
宅するのが10時30分、それから午前１時まで仕事の毎日でしたが、私には東京に行く夢が有り、苦労と
は思いませんでした。おかげ様で、先輩は珠算１級合格、私もオール３級に合格できました。仲間も退学
することなく県立短大に３名合格しました。
　私は「技術日本一」と言う夢と希望が有り、必ず上京し一流の先生にご指導を仰ぎたいと思っていまし
た。ちょうど20歳の時、佐世保に技術指導の為に来られていた業界で屈指の技術を誇る織田愛治先生（東
京）と出会い、チャンス到来と思い弟子入りをお願いし上京したのが、つい最近の様に思います。織田服
装研究所では、同じ目標を持ち全国から弟子入りした15名の先輩に恵まれ、定時制で鍛えた根性と必ず「技
術日本一」に成るという目標のもと、寝食の時間を惜しんで技術修得に励むことができ、楽しくてたまら
ない日々でした。入所して１年半後、全国技術講習会の指導に回られる先生の助手に先輩方を差し置いて
指名された時、あの４年間学んだ定時制での苦学が喜びに変わり、助手として全国を回り始めました。先
生は全日本紳士服技術コンクールの審査委員でも有り、直にコンクール作品を拝見し、出品する糸口を見
い出すとともに、諸先生方との人脈が出来ました。おかげ様で良き先生、先輩方のご指導のもと、昭和
42年に５年間の修業を終え、父親の家業を継ぐべく帰郷しました。その折先生からいただいた「常に前
を見て謙虚で有ることを心がけなさい」という言葉が、洋服人生に今も息づいています。
　佐々町に戻り、ひたすら全日本技術コンクール日本一を目標に毎回出品し、昭和52年には全日本紳士
服技術コンクールで日本一を獲得し、平成３年には「現代の名工」、平成12年には「黄綬褒章」、平成20
年には「緑綬褒章」を受章することが出来ました。注文洋服業界に携わって55年、人生におけるさまざ
まな出会いの中で、勉学や技術の指導を頂いた恩師、地域の方々、お客様、そして厳しく優しく人の道を
後ろ姿で教えてくれた両親、いろんな人の温かい思いの絆に支えられ、多くの人との出会いに感謝をして
今日の自分があります。これからは、皆様に対して恩返しの為、自分のできる事からコツコツとボランティ
ア活動に励みたいと思います。清峰高校の今後益々の充実、発展をお祈り致します。

人との出会いに感謝 北松南高校定時制 第７回生（昭和37年卒）
西　尾　弘　毅

1952 1961～
昭和27年 昭和36年
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創立10周年記念
開校60周年記念

1962 1971～
昭和37年 昭和46年
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第１章　校　史　北松南時代

1962 1971～
昭和37年 昭和46年

　　清峰高校創立10周年（北松南高校開校60周年）、おめでとうございます。
　私は昭和38年に北松南高校に入学しました。当時の日本は高度経済成長期の真っ只中で、

その象徴である東京オリンピックが開催されたのが高校２年生の時でした。この地域も日本有数
の石炭産出地として栄え、まさに「呼びかふ山や炭田の脈打つ幸に息吹あり」（校歌の一節）の時代でした。
しかし、その一方でエネルギー革命が進行して石炭産業が衰退期に入り、地域の人口減少が始まっていま
した。
　入学当初、１学年７クラス（普通科４、商業科３）で１クラス50名の編成でしたが、途中、炭鉱閉山
等により級友が次々と転校していき、その都度送別会を行ったことを記憶しています。この母校が私たち
にとって青春の舞台であり、勉強に励む者、部活動に打ち込む者、生徒会活動に活躍する者などと様々で
したが、夫々、３年間の高校生活で得たものが人生の礎となり、何物にも代えがたい財産となっているこ
とを確信しています。
　私たちは昭和22年～ 23年生まれの、いわゆる第１次ベビーブーム（団塊）世代です。そのころの社会
には、ともすれば競争に勝つことのみが優先され、人として大切なものを見失ってしまい兼ねない世相が
ありました。しかし、当時の北松南高校には、授業や学級活動、部活動、各種の行事等で切磋琢磨する中
に、先生と生徒、あるいは生徒同士の間に温かい心のふれあいがあったように思います。
　今でも時々、高校時代のクラス会を行っています。会には担任の藪下和穂先生、副担任の小林豊彦先生
が毎回出席してくださいますし、途中で転校した人も遠方から来てくれます。数年前の還暦を記念しての
クラス会では、３年生時の教室で藪下先生に授業をしていただきました。その時、先生の話に耳を傾けな
がら、この出会いによって自分の人生が定まったことに思いを巡らし、この学校で学ぶことができたこと
に改めて感謝した次第です。
　今、母校は清峰高校に生まれ変わり、野球部をはじめ生徒たちが各方面で活躍して、その名を県下のみ
ならず全国に轟かせています。大変嬉しいことです。
　清峰高校が創立10周年という節目を迎えるにあたり、北松南高校のよき伝統を引き継ぎつつ新たな校
風を樹立し、今後ますます発展していくことを心から願って止みません。

心ふれあう学び舎 北松南高校普通科 第12回生（昭和41年卒）
内　山　　　茂
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1972 1981～
昭和47年 昭和56年

　清峰高等学校の10周年を迎えるにあたり、卒業生の一人として心からお祝いを申し上げます。
　私は、昭和51年 第22回生として学び舎を巣立ち、すでに36年という月日が過ぎました。
思い起こせば入学式の時に真新しい学生服を身にまとい、小中学校とは違った雰囲気の中で、

ほとんどが初めて出会う生徒たち、将来への希望というよりは、ただ、今からどういう生活が始まるのか
を思いながら、不安ばかりが心をよぎったことを今でも覚えています。
　当時は、普通科が５学級、商業科が３学級で私は普通科に進みました。
　学業は不得意であったため、成績は良いとは言えず、試験のたびに、いかに赤点を取らないようにする
かを気にしながら、苦手な科目をこなしていくのが精一杯であったような気がします。
　入学式が終わり、部活動を選択しなければならない時、最初の出来事がありました。一人で各部室の横
を歩いていた時のこと、先輩から呼び止められ「おい、応援団に入らんか」と、学ランを着た応援団の団
長に言われたのです。当時は、泣く子も黙る応援団というイメージで、ただ、「こわい」という印象しか
なく、なかば半ベソをかきながら「僕はいいです」と断ったことを覚えています。そこで、これは早く部
活を決めなければ応援団に入れられると思い、予定していたブラスバンド部の練習場へ入りました。
　そこで練習風景を見学していたところ、部長だったと思いますが、「何かしたい楽器ある？」と聞かれ、
「ドラムをたたきたいです」と言うと、しばらくして、「ドラムは先輩がしているから無理だ、トランペッ
トを吹かんね」と言われ、トランペットは好きではなかったのですが、取りあえず「はい」と答え、その
後、数日間はブラスバンド部に居たのですが、ドラムが無理ということで辞めた記憶があります。その後
は部活に入ることはなく、帰宅組として３年間を過ごしました。
　印象的な思い出として、１年生の秋だったと思いますが、予餞会というイベントがありました。ある日、
３年生の男子先輩が私の教室に来て、「ちょっと話があるけん」と呼び出され、「これまた何事か」と思っ
て行ったところ、先輩から「今度、予餞会でベンチャーズを演奏するけど、ベースしてくれんね」との話
でした。今でも判らないのが、なぜ私がベースギターをしていることを知っておられたのかが謎です。私
がベースをしていたのは兄の影響で、兄は北松南のブラスバンド部の出身で、当時、福岡でバンドを組ん
でいて、その影響で見よう見まねでベンチャーズなどの楽曲を練習していました。
　その予餞会で１年生の私が、３年、２年の先輩と体育館のステージで演奏した時のことは、最も楽しかっ
た思い出として演奏の失敗も含め鮮明に脳裏に焼きついています。
　また、楽しい思い出の一つとして体育祭がありました。競技や応援もさることながら、体育祭終了後の
自主参加によるフォークダンスは、心ときめいたものでした。当時、女の人と手をつなぐことはあまりな
く、唯一フォークダンスは、気になる人と手をつなげるシャイな時代の思い出です。
　一方で、マラソン大会の思い出と言えば「ただ、きつかっただけ」。男子は吉井町の山の上までのコー
スで、頂上で手にチェックされることが折り返しの確認だったので、ズルはできず、長距離が得意でない
私にとっては、あの長くて遠い頂上までの坂道は、「きつい」だけの思い出でした。
　今思うに高校生活というものは、社会に出る前の青春の１ページであり、苦しいことや楽しいこともあ
りながら、思い起こせばあっという間に過ぎた３年間でした。
　私の家族は、妻と３人の子どもの５人ですが、妻は私が３年生の時の１年生で北松南の出身、子ども３
人もそれぞれ北松南と清峰の出身です。
　私は、６人姉兄の末っ子で育ちながら13歳で父親を亡くし、その後は、母や姉兄の助けを受けながら
今日まで生きてきましたが、その母も一昨年に他界しました。
　振り返ってみると、父の亡き後は女手ひとつの生活で大変だったと思いますが、これまで何も言わずに
支え育ててくれた母には今さらながら感謝をしております。
　人生は山あり谷ありで、すべて順風満帆とはいかないものの、「懸命に生きていれば良いこともあるさ」
と自分に言い聞かせ日々の生活を送っています。
　最後に清峰の生徒像として思うことは、校訓の「誠實」にあるように、自分の生きていく道に心をこめ
て、自分を偽ることなく、自分の決めたことを信じて「真」をつらぬき、自分自身を見失うことなく誠実
に生きていく生徒であって、清峰生としての誇りを胸に未来へ羽ばたいて貰いたいものです。

思　い　出 北松南高校普通科 第22回生（昭和51年卒）
水　口　茂　夫
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　長崎県立清峰高等学校創立10周年及び開校60周年を迎えられましたことを、心よりお慶び
申し上げます。記念誌発行の原稿依頼があったその日に、偶然、小森輝喜先生にお会いしたり、

部活の後輩から連絡があったりと、高校時代を思い出す偶然が重なりました。多くの先生方や先輩、
後輩、多くの仲間に巡り会えた高校時代。思い出を綴ることで少しでも恩返しができたらと思い引き受け
ることにしました。
　私は、時代が昭和から平成へと変わった年に北松南高等学校に入学しました。卒業して20回目の春を
迎えても、未だに「我らは若しさみどりの……」で始まる校歌をはじめ、高校時代のことがついこの前の
ことのように思い返されます。
　その中で、一番思い出深いのは、井上博先生のご指導を仰いだ陸上部での活動です。私は、中・長距離
が専門で、普段の練習も、グラウンドや学校周辺をひたすら走る毎日でした。朝７時に登校し、グラウン
ドでのタイヤ引き。夕方も世知原、大越と佐々周辺を暗くなるまで走り、７時半過ぎのMRで帰っていま
した。古川岳のクロスカントリーで頂上から校舎を眺めたり、佐々川で疲れた足を冷やしたこと、セミナー
ハウスでの合宿や、年間を通して県内外の大会に数多く出場し、自分の記録の限界に挑戦したこと、本当
に朝から晩まで陸上中心の３年間でした。そのきつい練習も、先輩方や仲間、後輩達に恵まれ、伝統ある
陸上部だったからこそできたように思います。男子100mの前長崎県記録保持者の松尾洋介君（2009年ま
で。県高校記録は現在も北松南の名前で彼が記録保持者です。）を始め、県のトップレベルで活躍した方々
が大勢いる北松南高校陸上部の一員として活動したことは、今でも誇りに感じます。
　また、学校行事では、渡久地弘子先生のご指導の創作ダンス発表会も思い返されます。友達と協力して、
曲の編集から振り付けまで、テーマに沿って作品を創り上げる過程は本当に大変でしたが、発表会で多く
の方々に見ていただき、表現することの楽しさを感じることができました。
　授業では、生徒の進路に応じて熱心にご指導くださった先生方。国語のテストは、問題用紙の枚数が多
く、冊子で配られたことがありました。数学では「汗と涙」という先生の手書きの問題集に取り組みまし
た。たくさんの単語や連語を早口で繰り返される英語の先生の授業など、先生方の思い出が蘇ってきます。
　体育館、武道場、グラウンド、テニスコート、プール、また、音楽室から聞こえるコーラス部の合唱練
習など、部活動がとても盛んだったこと、体育大会や文化祭では学級・学年が団結して盛り上がったこと
など、振り返ると、それぞれが充実した高校生活を送っていたように思います。
　北松南から清峰へと校名が変更になり、制服、校歌が変わっても、佐々川のそばに建つ校舎を見ると、
やはり懐かしく感じられます。私達の思い出とともに、後輩達の新たなる伝統と歴史が刻まれ、清峰高等
学校が益々のご繁栄とご発展をとげられますことを心より祈念申し上げます。

北松南高校時代の思い出 北松南高校普通科 第38回生（平成４年卒）
北　村　輝　代
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1992 2002～
平成4年 平成14年

　北松南高校が新たに総合学科に改編され、清峰高校としてスタートするに際して、校歌を
作って欲しいと川瀬長久校長先生が私の家までわざわざおいでになりました。驚くと同時に他

に適任の方がいらっしゃること、またあまりにも任が重すぎると考えて、一度はお断りしたので
すが、私が音楽を担当して長く勤めていたということで、ぜひにとのことでした。お引き受けしてから、
折にふれ歌詞を考える日々を過ごしました。先ずは何と言っても学校をとりまく自然の美しさをと思い、
登下校の際いつも癒されていた佐々川のせせらぎ、穏やかな川面に佇む水鳥の姿など、また間近に迫る雄々
しい古川岳などを、うまく表現しなければと考えました。出だしは古川岳の上空の青空に悠々と流れいく
白い雲に決めました。多くの学校の校歌なども参考にしました。大まかな全体像が出来たのは、長崎に出
かけるバスで車窓に流れる景色を眺めながら浮かんだものです。もっとも現在の歌詞に決定するまでには
多くの方々や、特に国語がご専門の川瀬校長先生や、県教委の先生方の筆が入って完成したものです。川
瀬校長先生の唯一のご注文は歌詞を１番だけにして欲しいとのことでした。
　そして次は曲作りです。先ずは伸びやかに歌いやすい曲にしたいという思いで、音域は広げずリズムも
出来る限り簡単なものにしました。更に気をつけたことは、校歌は躍動的な曲が多いのですが、あえて穏
やかな美しい佐々町を連想できるようにと考え、曲の流れに重点をおいて作曲したのです。特に最初の出
だし「白雲流れる青空に」から「人と自然の恩恵（めぐみ）あり」までは、元気な声で伸びやかに歌って
欲しいと思い、流れを重視しました。こうして現在の校歌が完成したのです。
　それから１年もしないうちに、あの甲子園です。強豪校を次々に破り勝ち進むごとに、校歌が全国に流
れました。一躍清峰高校野球部の名を轟かせました。そして平成21年には遂に今村猛投手を擁して全国
優勝を成し遂げ、待望の優勝旗が佐々町にもたらされました。テレビや新聞などで見聞きした方々から、
お便りや、お電話、それに私の苦手なインタビューなど、その反響の大きさに嬉しい悲鳴を上げたもので
す。久しく連絡がとれなかった懐かしい生徒、知人の方々と旧交を温めることができました。今はこの様
な機会を与えていただきありがたく思い感謝の気持でいっぱいです。このようにして多くの方々の支えに
よって校歌は生まれたのです。歌い継ぐ清峰高校の益々の発展と、更なる躍進を心からお祈りいたします。

校歌を作って 旧職員（昭和57年～平成13年）
坂　井　洋　子
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2003 2004～
平成15年 平成16年

　清峰高校の皆様、創立10周年・開校60周年を心よりお慶び申し上げます。清峰高校を卒業
して７年経った今もなお、自然に囲まれた真新しい校舎で過ごした日々を鮮明に思い出します。

　高校３年間を振り返ると、真っ先に思い浮かぶことは「甲子園」です。平成17年の夏、念願の
甲子園初出場、そしてベスト16進出。あの、甲子園で過ごした２週間は人生最高の思い出です。全国の
名だたる強豪校を打ち破り、仲間や友達、先生方、地域の皆様方と共に喜びと感動を分かちあうことが出
来ました。甲子園という夢の舞台で、校歌を歌ったときの感動は今でも忘れることが出来ません。
　甲子園でこのような成績を残すことが出来たのも、日々の積み重ねがあったからです。決して楽しいこ
とばかりではありませんでした。思い通りの成績を残せない時や、冬場には、走り込み、基礎トレーニン
グの繰り返しで目標を見失いそうになってしまう時期もありました。しかし、そんなときは、仲間同士で
励まし合い、また共に競い合いながら気持ちを奮い立たせてきました。辛く苦しい時期があったからこそ、
目標を達成出来た時の喜びや感動の素晴しさ、仲間の大切さをより一層感じることが出来たのだと思いま
す。
　また、私自身が主将としてチームをまとめてきましたが、チームメイト全員が、それぞれの役割をしっ
かりと認識し、考え、練習に取り組んでくれました。チームワークはとても良く、互いに強い信頼関係が
結ばれていたように感じます。
　多くの思い出がある高校生活ですが、この３年間を通じてかけがえのない仲間と出会うことができまし
た。そして、仲間の大切さも実感できました。卒業してから、長崎を離れて生活をする人、長崎に残る人、
それぞれの人生を歩んでいます。活躍する場所は違えども同じ学び舎で育ったという強い絆で結ばれてい
ます。年月が経つごとに、その絆の強さを感じ、また清峰高校出身という誇りも強くなっていきます。
　これから先、70周年さらに100周年と歴史を重ねていく中でも、清峰生が世代を超えて強い絆で結ばれ
ていくことを心から願っております。

清峰10周年・開校60周年によせて 清峰高校 第３回生（平成18年卒）
大　石　剛　志
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2005 2006～
平成17年 平成18年

　私は、清峰高校が総合学科の学校になって３年目となる平成17年に赴任しました。そこで
の記憶に残ることを挙げてみます。

　一つ目は、変貌していた学校のことです。赴任が決まった３月下旬、清峰に出向いた折、卒業
式に参列した当時の町長が、式でキビキビと動く生徒の姿を見ながら、式の間ずっと目に涙を溜めていた
ということを聞かされました。
　話では、それまでの登校指導や放課後の校外指導等の取組みや学校を活性化する部活動の取組み等、学
校挙げての活動が奏功して、学校全体が活気に満ち大きく変わっていたのです。それが、町長さんの涙だっ
たのです。
　私の赴任後もその状況は続きました。それは、学校挙げての先生方の取組みに加えて、総合学科の普通
科・専門学科に続く第三の学科としての人気に支えられて志願者が増えたことで、清峰に入学して来る生
徒に変化があったことも背景にあったと思います。
　二つ目は、評価の物差しです。清峰に着任するまでは、普通校の勤務で、評価の物差しは学力が大きな
比重を占めていました。総合学科の学校に赴任して、生徒の進路希望に応じて自ら科目が選択できて主体
的な学習が可能、という普通科にない学びを知りました。
　教育の目的は人間として一人前に生活していけるための人格の完成です。学力はその大きな一部ですが
全てではありません。清峰では、自分の進路希望に応じた学びができ、それを更に伸ばす体制がありまし
た。その他にも各種の資格取得や部活動で活躍できる技術の向上など、一人一人が自分の特技を伸ばせる
体制がありました。努力してつかんだ成果を評価する物差しがいくつもあったのです。ここで得たものは
大きな自信となり、進路実現にも好影響を与えていたと思っています。
　三つ目は、野球部の活躍です。着任した平成17年、夏の甲子園に初出場を遂げました。それまでの、
春夏の甲子園出場まであと一歩の実績がやっと花開いたのです。
　初出場で強豪校を続けて破ったことは、長崎県の小さな学校の快挙として全国の高校野球関係者の話題
になりました。この勢いで21年春までの５回の出場で、優勝準優勝を含む17試合を戦いました。試合の
度に全国の同窓生が応援に集い、同期会が開かれ、母校愛を示しました。地元では、地元紙の川柳の欄に
「清峰の校歌覚えた甲子園」の句が載っていましたが、地元の関心の高さが分かりました。学校では、生
活面で特別指導を受けた生徒が「いまピカピカに輝いている学校の名誉を汚してすみません」と言いまし
た。甲子園での活躍は同窓生を、地元を、学校を活気づけたのです。
　学校が活性化することがどれだけの効果をもたらすのか、実感させられた４年間でした。この時期にこ
の学校に勤務することができたことを大変に幸せに感じています。今後とも発展する学校であることを
祈っています。

清峰の４年間 旧職員（平成17年～平成21年）
松　瀬　太　郎
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　「私は勉強したくなくて清峰に来ました」などと言うと怒られそうですが、清峰入学後その
思いは打ち砕かれました。入学式が終わって教室に戻った途端、担任の先生から言われた言葉

は「皆さんには勉強してもらいます！」。その言葉通り、翌日から朝補習開始、毎日６時半のバ
スで登校する日々に嫌気がさし、高校３年間で私は、なぜ清峰に来てしまったのだろうと後悔したことも
ありました。
　そんな私に転機を与えてくれたのは大学受験でした。私は昔から天才肌でもなければ要領のいい方でも
なかったので、何事も泥臭くやらなければできない方でした。そして生まれてこのかた、家計は苦しく、
それに加え当時は、いろいろと悩むこともあり、一時は学校を辞めて働こうと思ったことさえあったほど
です。清峰は進学だけの学校ではないので、受験の環境が十分だとは言えません。私は１年生の頃から生
徒会役員もやっていたので、勉強だけしていたわけでもありません。ですが私は環境のせいにするのも、
要領のいい子にひょいっと抜かれるのも絶対に嫌でした。むしろこんな環境だからこそ、「絶対に大学だ
けは受かりたい！」その一心でした。授業が終わってから進路閲覧室を借りて一人で勉強して帰ったり、
受験に必要な教科の担当の先生のところを渡り歩いたり、毎日の睡眠時間も４時間くらいでした。ですが
私は、センター試験で大失敗、意志を貫いて受けた前期試験も不合格でした。正直その時は神を恨みまし
た。もう本当に何もかもが嫌になり、「なんで？」という言葉が頭から離れませんでした。そんな私にた
くさんの先生が慰めや励ましの言葉をくださいました。ですがいつまでも泣きじゃくる私にある先生がく
ださった言葉は「甘えんな！　もう散々泣いたっちゃろが！　次があるとやけん、はよ教室に戻って勉強
して来い！」でした。私はその言葉に衝撃を受けたとともに一気に冷静になりました。このままでは私は
最後のチャンスの後期試験まで棒に振ってしまう。そう思ったら涙が自然と止まり、私の手は自然と動い
ていました。余裕なんて全くありませんでした。がむしゃらに過ごす日々の中で後期の試験も終わり、つ
いに合格発表の日。休みの日にも関わらず、学校を開けていただき、受験番号の書かれた受験票を片手に
先生方とパソコンの前でその時を待ちました。発表の時間になり、恐る恐る合格発表の画面を開くと、真
ん中くらいに自分の受験番号が！　その瞬間、私は思わず「あったー！」と叫んでいました。いろいろな
ことが全て報われたような気がして、前期の合格発表後の涙とは違う涙が流れていました。
　私が在校生のみなさんに伝えたいことは“頑張り続ければ必ず報われる日が来る”ということではあり
ません。“人生に正解はない”ということです。みなさんが行き着いた場所が、そして環境がみなさんが
生きていく世界です。必ずしも思い通りの世界ではないかもしれません。私自身、前述したように清峰に
行ったことを後悔したこともありましたし、大学も自分が当初志望していたところとは、大学も学部も違
います。家庭環境も恵まれていたとは言えません。ですが今、私は清峰に行ったことも、今の大学に入っ
たことも全く後悔していません。本当に大事なことは、今自分に与えられた環境でどれだけ才能や環境を
覆すだけの努力ができるか、そしてその世界を自分の正解にできるかだと思います。他人を羨んでも、環
境や運命を嘆いても、今そこにいる自分は変わりません。自分の未来は自分の手で切り開いてください。
みなさんが悩み苦しみ、辛いことを乗り越えた経験は、いつか必ず何らかの形でみなさんの糧となり、人
間の厚みとなって返ってくるはずです。キラッと輝く才能なんて無くていいんです。みなさんには生まれ
ながらにして持っている才能があります。それは努力ができる才能です。その才能を無駄にしていません
か。そして今自分が生きている世界を正解にできていますか。

高校生活を振り返って 清峰高校 第６回生（平成21年卒）
松　田　理　沙
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　清峰高校を卒業して２度目の春が過ぎました。成人式も終え、一社会人として仕事に明け
暮れる毎日です。

　つい最近、仕事帰りに街の電気屋の前を通りすぎたとき、春の高校野球がテレビに映っていま
した。それを見たとき、とても懐かしくなり、数十分間立ち止まったまま見入ってしまいました。
　私が３年生だった頃も野球部が強く、たびたび野球部の大会の応援に行っていたような気がします。何
より一番の思い出は第81回選抜高校野球大会。甲子園球場のアルプス席から声を枯らして声援を送った
こと、空が割れるようなメガホンの音、力強い吹奏楽演奏、清峰生やOBの方々が一丸となって応援した
ことは、私の一生の宝物です。長崎県勢初の優勝が決まったときは、体の底から溢れてくるような喜びを
感じたことを覚えています。あの時、清峰生であることを心から誇らしく思いました。
　清峰での思い出は、もちろん野球だけではありません。私は生徒会に入っており、各行事の企画運営、
他校との交流や意見交換など様々な活動を行いました。先輩や先生方と運営した球技大会や文化祭、体育
祭などは、自分達で作り上げたものだけに楽しさもひとしおでした。また、自分達で企画した行事が全校
生徒に楽しんでもらえたことで、やりがいを感じることができました。生徒会長に任命され、より重大な
役割を任されるようになってからは、部活動との両立が難しく、なかなかうまくいかないことが多くあり
ました。そんな時には、副会長をはじめとする生徒会役員全員が支えてくれました。また、生徒会活動を
通して出会った他校の役員にも様々な面で支えられました。私は生徒会活動を通してたくさんのことを経
験できました。
　今でも「あの頃に戻りたい。」と思う時があります。３年間はあっという間でしたが、一つ一つが濃厚
で貴重な思い出です。しかし、楽しかったことばかりではありませんでした。後悔していることも、やり
残したこともたくさんあります。それでも私の清峰での日々が素晴らしかったと感じられるのは、その時々
を全力で過ごしていたからだと思います。何をするにも全力で一生懸命になれる場所、それが清峰だと思
います。
　清峰とは、汚れのない清らかな山の頂上のことです。今までの清峰生がそうであったように、これから
の清峰生も純粋に直進して、どんな難所をも乗り越え、頂上にしっかりたどり着いてほしいと思っていま
す。
　私達清峰卒業生は、山道に足跡を残してきました。後輩達がそれをしっかりと踏みしめ、これから先
20年も30年も、清峰の伝統や文化を引き継いでほしいと思います。

清峰生として 清峰高校 第７回生（平成22年卒）
本　山　穂奈美
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平成23年 平成24年

　清らかな川の流れ、時折水面に白鷺が羽ばたく、大自然に恵まれた環境の清峰高校。
　創立10周年、開校60周年おめでとうございます。２人の子どもが清峰にお世話になり、学

舎を巣立って行きました。
　上の子の入学と同時に母の会の活動をさせていただきましたが、甲子園出場で全国に一躍名を広めた清
峰高校は、諸先輩方が活動の基盤をしっかりと築きあげてくださり、PTA活動が楽しくとても盛んです。
５年間の母の会の活動では、各行事に数々の思い出があります。文化祭では、先生、生徒、保護者が協力
して餅つきをし、手作りの団子やクッキーを販売して楽しく有意義に活動しました。親睦を兼ねての研修
旅行は、初めての出会いや情報交換の出来る充実した旅行でした。
　２月恒例のロードレース大会のうどんの炊き出しでは、母親の出番とばかり腕を振るいました。寒い中、
生徒達も元気にスタートし、日頃の練習の成果もありリタイヤする人もなく、皆さんゴールして来ました。
走るのが得意な子も苦手な子も、完走して笑顔でうどんを食べている姿に、若さのエネルギーと元気を貰
いました。
　母の会活動を通して、普段は見られない学校での子ども達と接し、成長していく姿を肌で感じることが
できました。これもひとえにご協力いただいた保護者の皆様のおかげだと実感しています。誠にありがと
うございました。これからもご助力を賜り、学校と一体となって子ども達を育んでいければ幸いに存じま
す。これからの清峰高校の益々の御発展を祈念いたします。

母の会活動を終えて 母の会会長（平成20年～平成23年）
里　山　智　恵
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池　田　新　治
平成18・19年度 PTA会長

世の役に立つ人間たれ

　平成18年度から19年度まで PTA会長を

仰せつかりました。その間、保護者及び先生

方並びに同窓会他地域の皆様には、多大のご

支援を賜り、又、一保護者としても充実した

期間を送らせていただきました。平成18年の

夏には清峰高校野球部が２回目の甲子園大会

へ出場し、佐々町以外からも多くのご支援を

賜り、今でも当時のことを思い起こすと感謝、

感謝の気持ちでいっぱいでございます。誠に

ありがとうございました。紙面をお借りしま

して、その当時の関係者の皆様に改めて衷心

よりお礼を申し上げる次第でございます。

　さて、清峰高校PTAに関わって、最も記

憶に残っているのは、当時の卒業生の旅立ち

の記念の広報誌に本校の校訓について投稿し

たことですが、それについて再度述べたいと

思います。 

　清峰高校の校訓「誠實」は、“世の役に

立つ人間たれ”と清峰高校の前身である北

松南高校が昭和27年創立の時、文部大臣

天野貞祐氏よりいただき、校訓として制定

されたものであり、「誠實」とは、自分の

生きていく道に、心を込めて他人や自分を

いつわることなく「真」を貫き生きていく

ことです。名も無い一本の野の草も、時が

くればきれいに花を咲かせ、実を実らせ、

自分自身を完成してゆきます。桜の花も時

がくれば、黙って散ってゆきます。再び枝

に戻ることはありません。しかし、その花

が咲いている時、その場所において、この

世に全てを託しています。この一枝の花の

真が「誠実」ということです。（以上、本

校ホームページより引用）

　私自身も本校を昭和48年に卒業いたし

ましたが、本校の校訓に、先人のそんなに

も熱い思いが有ることなど在学中には考え

たことが無かったと思います。その意味す

るところについては特別に説明は要らない

と思いますが、時代は違えども「誠實」の

精神は現代にも十二分に通じるものであ

り、かつ現代に最も欠けているところのも

のではないでしょうか？

　卒業生の皆さん、皆さんにとって、真の

花を、誠實を尽くして咲かせてください！

そして実を実らせてください！　この高校

３年間がもっともっと意味の有るものにな

ると思います。我ら誠實の清峰生！  我ら

誠實の清峰生！　校歌をいつまでも忘れな

いでいてください。

　以上が当時の卒業生に送った言葉ですが、

卒業生に限らず、在校生・保護者・先生方・

同窓会・保護者OB他、全ての関係者の皆様

に、改めて、この「誠實」の精神を贈りたい

と思います。創立10周年・開校60周年、誠

におめでとうございます。衷心よりお祝いを

申し上げます。
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平成20年度 PTA会長

川内野　フミ代

校名変更の頃の思い出

　貴校が創立10周年、開校60周年の記念の

年を迎えられました事、誠におめでとうござ

います。旧北松南から１人、清峰から１人、

移行期に１人、我が子３人を貴校から巣立た

せていただきました。末子がお世話になった

３年間は、子どもが在籍する事で、私も、母

の会会長とPTA会長という重責を担わせて

いただきました。ふり返ってみますと、

PTA活動をするにあたり、

一、アットホームなPTAに。　　

一、卒業する時に清峰で良かったと言えるよ

うに。

一、高校生の親として、今できる事は。

などを心にとめながら活動していた様に思い

ます。その全ての事を叶える切っ掛けとなっ

たのが、野球部の甲子園出場でした。さわや

かな活躍で全国的に名が知れわたり、学校全

体の意気が一層揚がった様に思います。生徒

も先生も保護者も、清峰生である事を自負し、

身の引き締まる思いがしていました。「心を

ひとつに」のスローガンの下で行った応援や

募金活動、学校内はもとより外への影響も大

きく、どこに行っても温かいエールをいただ

きました。甲子園に応援に出向いた時は、旧

北松南の卒業生の方々から「自分達の卒業し

た学校が出場し、私達も同窓会を兼ねて、こ

んなに何回も甲子園に来られて幸せです。」

と喜んでいただきました。お会いした事もな

い方々と手を取りあって抱き締めあった、あ

の感動は今も忘れる事ができません。先生方

や保護者の方、地域の方などから、清峰への

熱い思いを生の声で聞けた事は、本当に良

かったと思います。高校生の親として、我が

子に負けない程、頻繁に学校に通えた事も良

い思い出です。多忙ではありましたが、皆で

成し遂げたという達成感や充実感を味わえた

事は大きな宝物となっています。

　これからも、皆さんから愛され、校章にあ

る白鷺の様に清楚で希望に向かって飛び立つ

生徒達を数多く巣立たせ続ける清峰高校で

あってください。貴校の今後益々のご発展を

お祈り申し上げます。
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坂　本　俊　明
平成22年度 PTA会長

創立10周年・開校60周年によせて

　長崎県立清峰高等学校が創立10周年・開

校60周年を迎えられた事を、心よりお慶び

申し上げます。これもひとえに、歴代の校長

先生を始めとする教職員の方々、PTA、そ

して地域の皆様のご尽力の賜物と存じあげま

す。また、記念事業に携わられた全ての方々

に、この場をお借りして感謝の意を表したい

と思います。

　私は平成19年度からPTA役員を３年間、

その後２年間PTA顧問を務めさせていただ

きました。私にとってPTA役員としての活

動は初めての事ばかりで、暗中模索の３年間

でしたが、学校行事では子ども達や先生方に、

文化祭の餅つきでは地域の方々に協力をいた

だきながら、様々なふれ合いを経験すること

が出来ました。又、平成21年には新型イン

フルエンザの影響で、幾つかのクラスが校内

合唱コンクールに出場出来なかった残念な出

来事も有りました。

　いろいろな出来事が頭を巡りますが、その

中でも一番記憶に残っているのは、平成21

年春の選抜高校野球で野球部が長崎県勢初の

全国制覇を成し遂げた事です。アルプススタ

ンドで迎えたその瞬間の歓声と感動は、今も

私の脳裏に焼き付いています。学校関係者や

在校生、保護者は勿論の事、沢山の旧北松南

高校の卒業生の方々も緒戦から応援に足を運

んでくださり、清峰高校が一つになって、そ

の優勝の瞬間を共に歓喜したのです。その後

の優勝フィーバーは、まだ覚えている方も多

いと思います。

　清峰高校は豊かな自然に囲まれた場所に立

地し、子ども達も伸びやかに学業やスポーツ

に励んでいます。旧北松南高校の歴史を受け

継ぎ、これから清峰高校が新たな歴史を刻む

中で、地域に根ざし愛される学校になる事を

願いますと共に、今後ますますの清峰高校の

ご発展をお祈りします。



北松南から清峰へ
　― 学科改編、

そして飛躍の時代を語る―

第４章　記念座談会
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北松南から清峰へ
―学科改編、そして飛躍の時代を語る―

創立10周年・開校60周年の節目を迎え、次の10年に向けて
さらなる進化が求められている今、そのためのヒントを得るべく、
学科改編前後の動きを当時在職された旧職員の方々に
語っていただきました。

日　時　平成24年１月21日（土）　10：00 ～ 12：00

場　所　清峰高等学校校長室

出席者　吉福 清和 先生　（平成４～ 10年在職　20世紀構想委員会メンバー　北松南高校第３回生）
　　　　坂井 洋子 先生　（ 昭和57 ～平成13年在職　コーラス部全国大会初出場・金賞受賞（平成10年）

時の顧問　清峰高校校歌の作詞・作曲者）
　　　　川瀬 長久 先生　（平成13 ～ 17年在職　北松南高校第19代・清峰高校初代校長）
　　　　泉　 理章 先生　（平成16 ～ 19年在職　在勤時教頭）
　　　　納冨 正臣 先生　（平成８～ 17年在職　在勤時教務主任　現・諫早東特別支援学校教頭）
　　　　汐碇 淳一 先生　（平成12 ～ 21年在職　在勤時生徒指導主任　現・長崎工業高校教諭）

司会者　城　 美博（清峰高等学校教頭）
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校長（溜） 　この度は、お忙しい時においでいただきまして、ありがとうございます。私、昨年（平成23年）
４月に着任いたしましたが、生徒が素直で、環境が良く、とても明るいいい学校だなといった第一印象を持ち
ました。この基礎を築いていただいたのが先生方だと思って、本当に感謝しております。今日は、先生方から
たくさんの勇気をいただいて、生徒には活力という形で反映させていただければと存じます。どうぞよろしく
お願いいたします。

司会（城） 　本日はお忙しい中、本校までおいでいただきまして、本当にありがとうございます。平成15年４月、
「北松南高校」から「清峰高校」へと、校名や学科が変更に至ったことは、本校の歴史の中でも大きな出来事
であったかと思います。この学科改編前後の時期には、様々なご苦労があったことと思いますが、本日は、当
時ご勤務いただいた先生方に、当時の思い出を語っていただきたいと存じます。つたない司会でありますけれ
ども、先生方のお話をしっかりとお聞きしたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

１．総合学科改編への経緯

司会（城） 　最初に、総合学科改編までの経緯ということで、平成10年前後の
ことをお伺いしようと思っております。
　平成９年、本校の前身であります北松南高校に「21世紀構想委員会」が設
置されておりますが、設置の経緯、および当時の学校全体の雰囲気や生徒の様
子などについて、お話しいただきたいと存じます。

吉福 　私は平成10年に退職いたしましたので、その後のことはつまびらかで
ございませんが、平成５年頃くらいからでしたか、学級減、定数減が進行し、
年々、職員の間でも「将来北松南はどうなるんだろうか」という不安が高まっ
てまいりました。そうした中で、県の方でも高校改革を進めようということに
なりまして、長いスパンで北松南の将来を考えていこうということから「構想
委員会」が立ち上げられたと記憶しております。
　ただ、危機感を持ちながらも、我々職員は「果たしてどうすればいいのか」と、
右往左往していたのが平成10年頃ではなかったかと思っております。

坂井 　私が北松南高校に来てからかなりの年数が経っていましたけれども、来
た当時と比べると全然違うようになっていたように思います。部活動なんかで
も頑張っていた時期ではないでしょうか。

納冨 　部活動や学習の面で一生懸命頑張っている生徒たちに引っ張られるよう
な形で、我々職員も一生懸命頑張って、進学実績もいいものが出てきた時期で
あったかなと思います。
　一方で、私達の思いがうまく生徒たちに伝わらなくて、生徒指導で苦労する
という部分もありました。それでも柔道部が県高総体で優勝したり、坂井先生
のご指導でコーラス部が平成10年度に全国大会で金賞を受賞するなど、各部活
動の活躍を見るにつけ「うちはすごい学校だ」と思ったことを覚えております。

城　美博 教頭（司会）
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吉福 　平成９年の文化祭で、「北松南の将来を考えよう」というテーマで座談会
を実施しました。これには、教職員だけでなく、生徒会の生徒や卒業生（生徒
会のOB）なども参加しまして、一緒に北松南のことを考えたわけですが、その
中で出てきた生徒たちの主張を振り返ってみますと、学校に対する不満と同時
に、服装が非常に乱れているなどといった自省の言葉も多々あったように思い
ます。自分たちの現状に対する自省と、もっと自由な学校であってほしいとい
う生徒の希望、そういったものがこの座談会の中で随所に出てくるわけです。
　そういうところで、職員も本気になって北松南の将来を考えていかなければ
ならないと思ったように記憶しております。また、こうした取り組みが構想委
員会の先生方にもいくらか影響を与えているのかなという感じがいたしました。

司会（城） 　当時の北松南高校には「自分たちの学校の将来を生徒と職員全体
で考えていこう」という気風があり、そのあらわれが「21世紀構想委員会」
ではなかったかと推察いたします。
　そのような動きがありまして、平成14年３月に県が「長崎県立高等学校教
育改革第一次実施計画」を出し、そこで北松南高校が総合学科に変わるという
動きになりました。ここからは、当時のことについてお話をいただこうと思い
ます。

川瀬 　「自分は何をやっていたのかな」と全く自信がないのですが、今思いま
すと、総合学科というのは不思議な学科で、ああいったシステムがあったから、
私たちとしてはうまくいったのではないかと思います。
　話は変わりますが、私は部活動を活性化して生徒たちが生き生きと学校生活
を送るといったことを常に念頭に置いて、生徒たちにハッパをかけてきました。
そうした私たちの叱咤激励に生徒たちが敏感に反応してくれたことが非常にあ
りがたかったと思っています。個々の先生方、個々の生徒ではなく、「全体で
俺たちは今から変わっていくぞ。頑張っていこうじゃないか」といった姿勢が
どんどん見えるようになった。先生方や生徒たちの努力が結果として出てきた。
そんな風に思って、大変ありがたいと感じています。

汐碇 　私が北松南高校に来たとき、例えば入試の際に、「本校について知って
いることがありますか」と受験生に聞くと、「コーラスが強いです」という言
葉が紋切り型のように出てきたことを覚えています。自分も「自分のクラブも
こんな風に言われたいなぁ」と思った時期がありました。
　その後、野球部が強くなって、「野球部に負けないように他の部も頑張らな
いといけないなあ」という気持ちが生徒にもあったと思います。野球部が注目
を集めることに対して、生徒たちは「私たちも頑張りよる」という気持ちがあ
りまして、逆にそれがモチベーションになっていったような気がします。

司会（城） 　生徒指導については、当時、どのような思い出がありますか。

吉福 清和 先生
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汐碇 　私が今でも覚えているのは、坂井先生と一緒に、生徒会室で会議をした
時に、坂井先生がしきりに「生徒たちは悪うなか」ということを言われていた
ことです。最初は「何ばいいよっとかなぁ」と思いながら聞いていました。し
かし、坂井先生が粗暴な男子生徒に厳しく指導されている時、厳しく怒られて
も粗暴な生徒たちが素直な感じで応じているんですね。逆に我々みたいな乱暴
な教員がいると盾突いてくるみたいな感じがあって。そこには「生徒は悪うな
かとよ」と思っている人と、私たちのように「この野郎」と思っている人間と
の差があったのかなぁと思いながら、私はこの学校で９年間生徒指導の仕事を
させてもらいました。
　あと、真面目そうでおとなしそうで立場の弱い子たちは、休み時間になると
職員室近辺をうろうろしているんですよ。そこにいれば自分が安全だからです
ね。それを見て、「生徒たちが休み時間に教室でのびのびできればいいなあ」
という思いを強くしました。

坂井 　先生方からあまりいい子だと思われていない子が、よく放課後に音楽室
に来て、私に学校への不満をああだこうだと言ってましたね。私はコーラス部
の指導がしたくてたまらないんですけど。（笑）

泉 　当時、私は佐世保北高校に在職していて、北松南高校のあまりよろしくな
い噂が耳に入ってきていました。そうした中にあって、コーラス部が全国大会
で金賞を取ったという話を聞いて、生徒指導に困難をきたしている環境の中、
どうやったらそこまでできるんだろうかと疑問に思っていました。
　しかし、その後、坂井先生にお会いして、先生がきちんと生徒たちに対峙し
ている姿が浮き彫りにされてきて、そのことがその後の部活動活性化の動きに
根強く反映されているんだなと確信いたしました。「北松南にこんな先生がい
らっしゃるなんてうらやましい」と外部の人間として思っていました。
　また、坂井先生の「生徒は悪うなか」という話も、私は間接的に聞いていま
した。生徒に問題があるのではなくて、むしろ問題なのは教員の姿勢 ―― ま
ずそうした姿勢があるかないかで様々なことが決まる。実際に清峰の職員とし
て現場に入ってそのことを実感しましたし、そのエネルギーが若い先生方にも
伝わって、「こうやればこうなっていくんだ」という一つの指針を与えてもらっ
たような気がしますね。

納冨 　一時期本校に在職されておりました宇田川泱教頭先生がよく「坂井先生
が『うちの生徒は凄いんですよ』と言われていた」と話してくださったことを
覚えております。私たちは毎日生徒指導に時間をとられて、つい愚痴が出るん
ですけれども。日頃の坂井先生の仕事に対する姿勢や、コーラス部の生徒たち
の頑張りを見て、「本当に凄いんだな」「凄い力を先生が引き出していらっしゃ
るんだな」と、常々感じておりました。
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司会（城） 　そのコーラス部は、平成10年度から３年連続して全国大会に出場
しておりますが、その当時の思い出をお聞かせください。

坂井 　全国大会に行く前の生徒は、難しい曲に尻込みしてしまうようなところ
があったのですが、平成10年度の生徒たちは「先生、やりましょう」と言っ
て来ました。その時の生徒たちは非常に大らかでしたね。
　それまで九州大会までは進出しても、なかなか全国大会までは行けなかった
のですが、この時は、他校の先生方から「ダントツによかったけん、絶対全国
大会に行けるよ」と言われて。私も「まさかね」と思っていたんですが、それ
が現実のものになって……。
　私はいつも大会の前には、生徒たちに北松南の環境の良さを挙げて「何もあ
がる必要はなかとよ。自分たちが今まで歌った通りにのびのびと歌いなさい」
と言って指導してきました。
　全国大会に行った年の部長は、家庭的に大変な子でした。でも、その子がす
ごくしっかりした生徒で、他のコーラス部の生徒が休んだのを知った私が「な
んでそがん、だらだらしとるとかね」と言ったら、「いや、先生。たまには休
みたい時もあるから、休ませましょう」と返してくる様な子でした。私よりも
すごく大人で、「自分は苦しいけれども、学校に来ている時が一番楽しいから、
先生、自分は頑張ります」と、背中で言っているような生徒で、私もその子か
ら沢山のことを学びましたね。
　また、コーラス部を学校全体で応援していただいたことも忘れられない思い
出です。特にお金の面で事務の方々にはすごくお世話になりました。そのこと
については、生徒たちにも「助けてもらっているということを忘れたらだめよ。
入賞できたのも皆さんのおかげなんだから」としょっちゅう話して聞かせてい
ました。

司会（城） 　ところで、総合学科への改編に際して、新しい校名や校歌を作ら
なければならないということになりましたが、その際の思い出をお聞かせくだ
さい。

川瀬 　校名変更については、今思うと、勝手なことをしたなあと思ったりする
こともありますが、ある意味では、だだをこねて新しい校名を考えてよかった
のかも知れないとも思っています。
　新校名を募集することについては、かなり強いバッシングがありました。し
かし、「ここで変えんといかん」という気持ちがあって、少し無理をして校名
を変更してしまったんです。先輩の先生方や北松南高校出身の方々からは、か
なりお叱りを受けましたが、結果的にはあれでよかったのかなあと、考えたり
しております。

吉福 　退職をして４年目でしたか、突如、川瀬校長先生から「校名変更をする
川瀬 長久 先生
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ので、その委員になってくれ」との依頼を受けまして、僭越ながらその一員に
加えていただきました。地元の教育委員会、卒業生、保護者代表、それに長崎
新聞の論説委員の方もメンバーに加わっていらっしゃいました。
　平成14年６月に開かれた委員会で、「清峰」という大変立派な校名が決まっ
たわけですが、実を言いますと、記録に残らないところで、卒業生からの「何
で俺たちの学校の名前を変えるんだ！」といった大変な抵抗がございました。
総合学科というシステムを卒業生は知らないものですから、突然「北松南」が
なくなって、突然「清峰」が生まれてくるという風に、短絡的にしか見ないも
のですから、大変な抵抗がございました。その一つの現れが、野球部が甲子園
に出場した際の応援席の横幕であったのではなかろうかと思います。新しい「清
峰」という校名と旧校名である「北松南」が記された横幕ですね。「何として
もそれを掲げなきゃ承知せんぞ」というくらいに抵抗がございました。
　それも今ではすっかり落ち着きまして、文句を言う人はいないわけでござい
ますが、そういう風な地域、卒業生の抵抗を受けながらも、やはり「校名を変
えないことには先細りになってしまう」という危機感がずっとあったのではな
いかと思っております。
　実は、私自身は歴史を学んでいるものですから、地域とか伝統とかを真っ先
に考えるところがございまして、何とか「北松」という名前を残したいと思っ
て、北松浦郡の南に位置する学校ということで、「松南」という校名を一生懸
命推したのですが、結局は「清峰」に落ち着きました。しかし、今にして思え
ば、立派な校名や校歌ができ、野球部の活躍のおかげで「清峰」という校名が
すっかり定着しました。本当にそうした産みの苦しみを感じながら、立派な校
名になったのではないかと思っております。

司会（城） 　そこで、校歌のことですが、校歌を作詞・作曲してくださいまし
た坂井先生、その当時の思い出話をお聞かせ願えませんでしょうか。

坂井 　川瀬校長先生がわざわざ私の自宅を訪ねてこられまして、「ぜひ新しい
校歌を作ってほしい」とおっしゃったんですね。私もびっくりして、「とんで
もないです。曲も作ったことないですし、曲作りの正式な勉強もしてないし」
と言ったのですが、川瀬先生は「（坂井）先生がうちに一番長く在職されたから、
是非先生にお願いします」と何度もおっしゃいました。私も「どうしようかな」
と大分考えたのですが、国語の先生でいらっしゃる川瀬先生が「自分も少しは
お手伝いさせていただきます」というようなことをおっしゃってくださって、
それで少しほっとしてお引き受けしたんです。ちなみに、この時、川瀬先生か
ら伝えられた条件の一つが「校歌は１番だけにしてほしい」ということでした。
　新しい校歌を作るにあたって、まず歌詞を考える際に、全国の様々な校歌を
調べて、どういうものにするかを考えましたし、何といってもこの地域の自然
の美しさを入れた歌詞にしたいということを考えました。ただ、古川岳とか佐々
川とかの固有名詞はあえて歌詞に入れないようにしました。そうした方が、卒

坂井 洋子 先生
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業後地元を離れた生徒がこの校歌を歌う時に、古里のことを思い出すんじゃな
いかなあと思ってですね。でも歌詞については、川瀬先生に随分と手を入れて
いただきまして、すんなりとしてやわらかい素敵な歌詞にしてくださいました。
　それから、旋律では声が低い子でも歌えるような、大きい声で歌えるような、
歌いやすいものにしようという思いを込めました。

２．学科改編に向けての準備と当時の学校の雰囲気

司会（城） 　ここからは、総合学科のシステム作りについてのお話を伺いたいと
思います。例えば、教育課程などの作成についての思い出をお聞かせください。

納冨 　総合学科の実態を職員として知る者はほとんどいませんでしたし、生徒
として総合学科の学校を経験しているわけでもありませんので、我々に先行し
て総合学科高校となっていた３校のうち、長崎明誠高校を訪問させていただい
て、色々と勉強させていただきました。システム的なことを学んだり、生徒さ
んの発表などを見せてもらって、本当に驚いたのを覚えています。
　もちろん、同窓会の皆様の北松南高校に対する強い思いはあったのですが、
これから入学してこようとする中学生には、多分そういった思いはないでしょ
うから、これから本校に入ってくる生徒たちに魅力を感じてもらえるような学
科にしなければならないと思いました。そのためには、生徒たちが頑張って勉
強してくれそうな科目をたくさん作って、自分の意思で進路を開くことができ
るようにする必要があると思いましたし、そういったものを売りにして清峰高
校をPRしなければならないなと思って、中学生に対する学校説明にも力を入
れました。
　校内の諸会議では、生徒たちが期待を持って入学してくるからには、彼らが
頑張って勉強に取り組むような系列、科目を揃えなければならないということ
で、系列をどのように設置するか、あるいはそれぞれの系列にどのような科目
を置くかといったことを、何度も何度も職員で検討したことを記憶しておりま
す。職員の間にも、「もうこれ（総合学科）でいかなければならない」という
意識がありましたので、後ろ向きな意見はあまり出てこなかったですね。「こ
れよりもこっちのほうがいいんじゃないか」とか「こういったものを設置して
本当に大丈夫なのか」といったような意見は出ましたけれども、それらは前向
きな意見だと思っています。

汐碇 　私も初めは総合学科のことが全くわからなくて、例えば「系列」という
言葉についても、「系列=コース」というような捉え方をしていて、それが科
目群であるということさえ理解していないような状況でした。総合学科の基本
から学ばなければならないといったことで、正にゼロからのスタートで、一つ
ずつ私を含む職員全員が学習を積み重ねていった状況だったと思います。
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吉福 　少なくとも「21世紀構想委員会」が発足するまでは、総合学科という
言葉さえもあまり出てこない状況で、職員の勉強が不足していたように感じま
す。「何かを変えなきゃいけないけれども、何をどういう風に変えるか」といっ
た先のことが少しもわからなくて。そうした勉強不足が職員の間にマイナスに
作用したこともあったように思います。
　ただ、例外がございまして、本校の研究紀要『松南』第８号（平成９年３月
発行）に、堤孝先生が「すでに全国的に総合学科が始まっている」ということ
を紹介された論文を出していらっしゃいました。中には、総合学科について一
生懸命に勉強していらっしゃった先生もいたということです。

司会（城） 　時間割の作成などはいかがでしたか。

納冨 　たくさんの科目がある中で、さらに学習指導要領にはない新設の科目も
入れて作っていかなければならないし、それまで私たちが経験した学校では開
講されていなかった看護や福祉といった領域の科目も入ってくるということで、
「果たして誰が担当するのか」といったところから話が始まりました。ただ、
それまでの生徒の進学・就職状況や生徒・保護者の希望などを考えると、看護・
福祉の系列はどうしても目玉として設けなければなりませんでしたので、当時、
家庭科を担当されている先生方に勉強していただきました。
　また、たくさんの科目をどのように組み合わせれば、生徒たちの週34時間
の時間割が組めるのかという点には、かなりの時間と労力を使いました。これ
については、なかなか結論が出ませんでしたが、「生徒たちにPRした以上は
できませんなんて言えないから、とにかくやるしかない」と思って、このよう
に３年間の自分の時間割を組むんだよというような科目選択のモデルケースを
いくつか作って生徒に提示しました。本当にあれがベストな科目選択の提示で
あったかどうかは今でも自信がありませんが、一番力を使ったところでありま
す。

司会（城） 　選択科目が増えると、授業の実施教室も多く必要になるわけですが、
そうした施設・設備の拡充についてのお話をお聞かせください。

川瀬 　施設・設備の整備について県から特別な支援を受けたという記憶はあり
ませんね。現有の施設を活用することで対応していったように思います。

汐碇 　校舎は変わりましたよね。清峰高校になる時に、新しい校舎棟が完成し
て、福祉の授業で利用する介護福祉実習室ができましたね。それで、普通教室
は全部今の新しい校舎棟に移り、元の古い校舎棟にある教室は、さまざまな選
択科目の授業で利用していたように思います。

納冨 　平成15年度の１年生は古い校舎棟で授業を受けたのですが、平成16年

納冨 正臣 先生
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４月からは新しい校舎棟に移りました。その他にも、総合実践室を大講義室に
変えたり、調理実習室、職員室、進路指導室なども全部位置が変わりましたね。
かなり大規模な改修で、事務室の方々も大変だったと思います。

泉 　どの授業をどれだけ組むかによって教室の必要数が決まってくるので、授
業を実施するための教室の確保は大変だったと思いますね。どれだけ必要かな
んて最初は誰もわからないですからね。少ない人数で使えるような小さい教室
も、一つの教室を半分に切って二つにするなどして確保していました。
　そんなわけで、授業教室の確保という意味では助かっていたものですから、
古い教室棟を残してくれという要望を県にはずっとしていました。ただ、耐用
年数などの問題もあって、昨年（平成23年）には取り壊されたようです。

３．改編後の動向

司会（城） 　平成15年度から本校は総合学科の「清峰高校」として新たなスター
トを切っていくわけですが、そこからどのように軌道に乗せていったかという
ようなことをお伺いしたいと存じます。例えば、学校経営のビジョンと申しま
すか、どのような学校にしていきたいとお考えでしたか。

川瀬 　とにかく生徒が自分の学校にプライドを持てるようにしたいというのが、
一番大きな目標でしたね。北松南高校に赴任してきたときに、生徒たちの様子
を見ていて、そのプライドというものを持てずにいるように感じられて、ちょっ
とかわいそうだなと思いました。そこで、今思うとちょっとわがまますぎたか
なと思ったりもするのですが、部活動の強化に関して、色々なことを生徒たち
にも押しつけたりしていました。
　ただ、野球部が強かったのですが、特に野球部を重視していこうとか、そう
いったことは全く意識しなかったですね。むしろ、他の部が頑張らんかなあと
思ったりしてましたね。

汐碇 　本当に川瀬校長先生のおっしゃるとおりで、学校として野球をメインに
するというような形ではなくて、例えば、スポーツ特別推薦に関してもバスケッ
ト部や剣道部など、他の部にも門戸を開いていただきました。そうしたことが
あったので、「じゃあ野球を応援せんばいかんね」という雰囲気ができていっ
たのかなと思います。

司会（城） 　そのような流れの中で、平成17年夏に野球部が初めて甲子園に出
場したわけですが、その当時の教頭でいらっしゃった泉先生、当時の思い出を
お聞かせください。



81
The Anniversary of Seiho High School

第４章　記念座談会

泉 　何しろ初めてのことで、戸惑いが多かったのを覚えていますが、何といっ
ても最高の舞台で私の大好きな野球が見れるということがとても嬉しかったで
すね。また、最初に甲子園に行かせていただいたときに、北松南のOBと清峰
高校とのコンタクトがとれて、両者が初めて協調して野球部を支持してくださ
るようになったことも、すごく大きかったと思います。
　私も33年間ほど高校生と接してきて、やはり部活動が大好きになりました。
清峰の教頭となってからも、「部活動を通して何かできないか」というような
ことを常々考えていました。しかし、当時の私は、自分自身が総合学科に対す
る理解を深めることに苦労していたのと、川瀬校長先生からの指示で総合学科
の充実のためにもっと頑張ってくれとハッパをかけられていたことがあって、
「部活動（野球）に力を入れたい」という自分の希望とのギャップに随分と悩
みました。
　ただ、スポーツ特別推薦で入学してきた生徒たちは、様々な形で学校を支え
てくれました。また、校長先生は、よく「学習と部活動は貴賤なし。学校を支
えていく原動力は何も学習だけではない。部活動を通しても学習はできる。部
活動を通して生徒たちを生き生きさせたい。それが将来の清峰高校の活性化に
は必要だ」というようなことをおっしゃっていました。
　さらに、川瀬校長先生は、部活動指導に関して、技術指導よりも生徒指導に
重きを置いていたと言いますか、技術よりも人間性を伸ばせるような指導者を
求めていらっしゃったように思います。野球部の吉田洸二先生が本校に来られ

たのも、そう言うことだったのではないかと思います。
ただ、吉田先生は非常に高い視点をお持ちで、「僕は生
徒たちを甲子園に連れて行きたい」というようなことを
生徒の前で言われていました。それが相乗効果となって、
バスケットや剣道、コーラス部など各部活動に波及し、
部活動が盛んになっていったのではないかと思いますね。
そして、そうなることによって、生徒たちの中に自分た
ちの高校に対する理解と誇り、自分たちに対する自信が
芽生えていったのではないかなと思います。

納冨 　今の泉先生のお話にもありましたとおり、川瀬校長先生の「部活動の活
性化に力を入れたい」という思いがあって、推薦入試、特別推薦などの制度も
フルに活用しようということになりました。多くの部顧問の先生が熱心でした
が、最終的にはバスケット、剣道、野球の３種目に絞って特別推薦入試を実施
し、これを学校活性化の起爆剤にしようと考えました。その成果はと言えば、
それは生徒たちが私たちの期待通りに動いてくれたように思います。平成15
年度・16年度あたりは部活動の実績も上向きで、あまり部活動にタッチして
いなかった私たちも本当に楽しみでした。そして、野球部の甲子園初出場で、
この路線が確立されたと思っています。部活動の顧問の先生や生徒たちなど、
やっている当人たちは大変だったと思いますが、何か私たちはいい部分だけを
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見させてもらったような気がして、ちょっと申し訳ない気がしています。

司会（城） 　納冨先生、教務の担当者として、どのような思い出がおありでしょ
うか。

納冨 　中学生やその保護者に、「うちに来てください。すばらしい未来が開け
ていますよ」というようなことを大々的にPRして、生徒募集をしたわけです
ので、入学してきた生徒たちの期待を裏切ってはいけないという意識は常にあ
りましたね。だから、生徒たちにはできるだけ魅力のある科目選択のあり方を
丁寧に説明して、それぞれ３年間の自分の学習パターンを作ってもらおうとし
て、それは大分時間を使いましたし、その間には職員とも色々と議論をいたし
ました。

司会（城） 　汐碇先生、生徒指導やバスケット部の指導についてのお話をお聞
かせ願えませんか。

汐碇 　野球部の吉田先生とも個人的に仲がよくて、よく野球部の試合にバス
ケットの部員を連れて応援に行ったり、逆に野球部の生徒がバスケの応援に来
てくれたりしていました。学校のことを考えても、野球部の男子がきちんとし
てくれれば生徒指導は楽だし、バスケット部の女子の生徒が学校の中心になっ
てくれれば、学校にとってはいいことだろうなあ、強くなった部の生徒が核に
なって学校をよくしていってほしいなあと思いながら、そういうことをよく
やっていましたね。
　清峰の生徒がどうなっているかを知るバロメーターは、行事への取り組みだ
と思いますね。合唱コンクール、体育祭、文化祭などの行事の様子を見ると、
合唱コンクールでは生徒は皆生き生きしていますし、体育祭も３年生が自分た
ちで後輩を指導しますし、文化祭も文化部が頑張ってやりますし、様々な場面
で生徒たちが自分で動いています。多種多様な生徒たちが互いに価値観を認め
あった上で学校生活を過ごせるというのが一番いいと思います。その中で様々
な学校の改革があって、今の状況ができたのではないかというような気がします。
　私が北松南高校に赴任した頃は、腕力の強い生徒はちょっと威圧的だし、進
学クラスにいた生徒は、勉強していない生徒に対してちょっと冷たい目で見て
いるようなところがありましたし、先程も言いましたが、真面目で立場が弱い
生徒は職員室の近くにいたりして、「同じ学校なのに何か嫌だなあ」と思った
こともありました。しかし、次第にお互いが呼応していく中で、運動が好きな
生徒も、ちょっとやんちゃな生徒も、真面目に勉強している生徒も、同じ教室
で互いに価値観を認めあって生活しているのを見たときに、ものすごく嬉し
かったですね。

司会（城） 　学科改編や校名変更、部活動の活性化によって、生徒が変わって

汐碇 淳一 先生



83
The Anniversary of Seiho High School

第４章　記念座談会

きたなあという実感はおありでしたか。

汐碇 　先程、川瀬校長先生が「ちょっとわがまましちゃったかな」とおっしゃ
られましたが、生徒数がどんどん減っていく中で、生徒を獲得しなければなら
ないという意味では、やはり学科改編が一番大きかったと思います。
　私が学級担任をしたとき、大分生徒がやめていきました。どういう生徒がや
めていったかというと、「俺、別に学校いかんでもよかったもん」とか「親が
行けって言うけん、学校行かんばいかん」というような不本意ながら入学して
きた生徒たちでした。そうした子たちが、校則を守らなかったり、大きな問題
行動を起こしたりして、学校を去ることが多かったんです。それが学科改編を
していただいたことによって、例えば佐世保の方からも通学区域に関係なく受
験できるようになり、不本意入学の生徒が少なくなってきました。「学校に行
きたい」「清峰に行きたい」という生徒が増えたことによって、校則を守るこ
とをはじめ、生徒指導面がものすごくよくなりました。
　それから、校名を「清峰高校」に変更していただいたことも、佐世保から中
学生が受験したいと思うことについては、すごく大きかったと思います。私が
受け持っていたバスケット部でも、校名が「北松南高校」のままでは、ひょっ
としたら佐世保市内の生徒はこちらに目が向かなかったかも知れません。川瀬
校長先生は、最前線で校名変更に対する様々な非難を受けていらっしゃったよ
うですが、私たちは本当にやりやすかったです。

泉 　総合学科の高校では、自分が将来どういう道で生きていくのかということ
を１年生の時から問われることになります。ですから、清峰高校の場合も、入
学した時点で「もう進路は決まっています」という生徒が３割から４割はいる
わけです。このようなことは、普通の学校では考えられないことです。進路の
ために自分はどういう学校を選び、どのような科目を選んで勉強すればいいか
という視点が１年生の時からあるからこそ、生徒が生き生きするのかなと思っ
ています。
　ただ、その反面、総合学科高校の先生方の労働環境は極めてきびしい状況に
あります。例えば、時間割がとても複雑でほとんど変更ができないし、そもそ
も時間割の作成がかなり難しい作業なんですね。ですから、教務部が時間割を
担当するわけですが、なかなか時間割係のなり手がいないんですね。そこで、
私がある先生に無理にお願いしたりして。これで先生方からうんと恨まれまし
た。（笑）

汐碇 　普通は自分がどのクラスを持つかが先に来て、その後にどのクラスの授
業を担当するかという話になるわけですけれども、清峰では、時間割ができあ
がってから、このクラスは自分が受け持つしかないということになってきてま
したね。

泉　理章 先生
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泉 　本当はあってはならないことだと思いますが、授業が５～６時間続くよう
なこともざらでしたね。ただ、平成18年度のカリキュラム委員会で、川瀬校
長先生と相談した上で「授業の続き具合がどうであろうと、持ち時間が週18
時間を超えないように」ということになりました。18時間を超える科目があ
る教科には、非常勤講師をお願いするということになりまして、非常勤講師の
先生の数がどんどん増えていきました。そうなると、時間割を作成する時に、
非常勤の先生方の授業を先に入れなければならず、いきおい常勤の先生方の授
業が後回しになり、結果として、常勤の先生方の授業の入り方が非常に厳しい
ものになってしまうということがありました。
　そうした中、「先生方が元気でないと、生徒も元気にならん」という視点が
ようやく生まれてきて、先生方の勤務条件も改善していかなければならないと
思うようになりましたが、それでも、７時間制を導入したりして、授業時間数
を増やすようなことを強引にしてしまいましたね。
　この７時間制導入には、校長先生も「先生方の勤務時間などを考えると、こ
れは大変だ」と随分躊躇されていました。しかし、生徒たちの希望に沿って総
合学科がある限りは、生徒たちのニーズに寄り添って色々なことをやっていか
なければならないわけで、結局、我々職員が自己犠牲的に授業時間がどれだけ
続いてもいいようにせざるを得ないのです。この辺りのジレンマが、校長先生
が一番苦労された所じゃないかと、私は思っています。

司会（城） 　現在も先生方の授業の入り方は非常に過酷で、当時と状況はさし
て変わりません。また、一つの科目が数種類に分かれるものですから、教材研
究の負担が大きいというのが実情ですね。

泉 　極端な例を挙げると、数学ⅢCという科目は、受講している生徒が一人か
二人しかいません。それに先生が一人ついて、一つの教室が使われ、正規の授
業として位置づけるわけですから、生徒の側からすればものすごくいいことで
すが、教師の側からすればものすごく大変なことでしたね。

司会（城） 　今年も数学ⅢCの受講者は一人しかいません。正にマンツーマン
といった状況です。これが総合学科のあるべき姿なのかも知れないという気持
ちもありまして、やはり今でも先生方の自己犠牲というのは、非常に大きいと
思います。

泉 　管理職としては、それを軽減させていく努力はせざるを得ないと思います。
先生方が元気であって初めて生徒たちも生き生きしてくると思いますので。た
とえ学校が発展しているとは言っても、それが先生方や生徒たちの犠牲の上に
成り立っているとすれば、やはりそのような発展には将来性がないと思います
ので。これは今後の課題ということになるでしょうね。
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第４章　記念座談会

４．これからの清峰へ・提言

司会（城） 　貴重な思い出話をたくさんいただきまして、ありがとうございま
した。
　まだまだ聞きたいことは一杯ありますが、そろそろ時間も経ってまいりまし
たので、最後に先生方お一人お一人から、愛する清峰高校に対して、こうあっ
てほしいという期待も込めて、提言をいただきたいと存じます。

坂井 　色々な先生方のお話を聞いておりますと、今、清峰高校はとても明るい
イメージで、生徒が生き生きしているように感じます。あまり勉強ができなくて
も、運動など他のことで頑張っている生徒がいたりして、明るく伸びているよ
うに思うんですね。清峰高校が総合学科としてどういう風にしていくのかとい
うことよりも、私は生徒が毎日楽しく行けるような学校になってほしいなと思い
ます。今の雰囲気のままで、ずっと続いていけばいいのかなと感じています。

吉福 　この学校に勤めた職員として、さらには長い伝統を持ちます北松南高校
の卒業生として、今思いますことは、世間ではよく「地域とともに歩む学校」
とか、「地域に愛される学校」といった表現をされますけれども、私は逆に「地
域が誇る学校」、そういう学校に清峰高校がなってほしいなと思います。

川瀬 　今でもよく野球部の応援に出かけるんですが、その時に、溜校長先生の
応援の様子を見ていて、ぞくっとするほど嬉しくなるんですね。溜先生がいらっ
しゃる限り私もずっと応援に行かせていただこうと思っています。
　今日は、皆さんのいろんなお話を聞きながら、「ああそうか、そういうこと
もあったのか」ということをつくづく実感させられまして、いい勉強をさせて
いただきました。ありがとうございました。

泉 　生徒も先生方も、今の元気を自信につなげて、これを確信に高めていく。
自信が確信になっていくように、清峰高校も高まっていけばなあと思っています。
　それから、私は、どんなことがあっても「生徒はいいんだ」「生徒には可能
性があるんだ」「あきらめちゃいかん」ということを生徒から教わりました。
大人の目線よりも子どもの可能性に賭けていく教育環境こそ、将来にわたって
清峰高校が発展していく一つの大きな指針になるんじゃないかと思っています。

納冨 　総合学科移行の前年（平成14年）、校名が「清峰高校」に変わることが
正式に決まった際に、川瀬校長先生が「日本一の名前をもらったな。日本一の
名前をもらったからには、日本一の学校にしなきゃいかんな」とおっしゃられ
たのを覚えております。
　学科改編や校名変更は一つの大きな転機であったわけですけれども、本校に
は60年にわたる歴史と伝統、さらにはコーラス部の全国大会金賞受賞や野球
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部の日本一など、輝かしい実績が財産として残っています。もっともっとたく
さんの分野で日本一になれるものがあると思いますので、先生方にも生徒の皆
さんにも、是非自信を持って頑張ってほしいなと思っております。

汐碇 　今、私は工業高校に勤めていますが、清峰の生徒たちよりもひょっとし
たら大したことないなと思うような生徒でも、いいところに就職していきます。
今後、わが国の経済状況を考えると、就職を希望する生徒が清峰からももっと
たくさんでてくるんじゃないかと思います。ですので、何とか就職先の開拓が
できないかなあと思っています。就職に向けた人間づくりをしていき、就職と
いう部分の開拓がもっとなされていけば、清峰高校はもっと活性化されるので
はないかと思います。

司会（城） 　限られた時間の中で、語り尽くせない様々な思いを語っていただきまして、ありがとうございま
した。拙い司会で、先生方の思うところを十分に引き出すことができなかったと思っております。どうぞご容
赦ください。
　本日の座談会はこれで終了とさせていただきますが、先生方には、これからも清峰高校の応援団として声を
かけていただきたいと存じます。今後ともよろしくお願いいたします。

校長（溜） 　先生方、長時間にわたる座談会、本当にありがとうございました。
　たくさんの温かい言葉をいただきました。色々なところで使わせていただこうかなあと思っています。
　私たち教員が元気でないと、生徒も元気が出ないというのは当たり前のことですが、その根本にあるのは、
坂井先生がおっしゃった「生徒は悪くない」という姿勢を私たち教員が持たなければならない。そのことが、
私たち教員にも生徒にも力になるんだろうと思いました。
　私は、この清峰高校は北松南高校の伝統の上につくられた学校だと思っています。先生方のお話を聞いて、「伝
統なき想像は空虚、創造なき伝統は陳腐である」というような言葉を思い出しました。私自身、この清峰高校
がもっと色々な意味で大きくなるためには、最後に吉福先生がおっしゃられた「地域が誇る学校」を目指して
いく必要があると思いました。
　本日、先生方から頂戴いたしました言葉を他の職員にも伝えまして、職員一丸となって学校経営、学校運営
に取り組んでいく所存です。今後ともどうぞよろしくご支援ください。
　本日はありがとうございました。
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昭和27年 2月 7日 長崎県立北松南高等学校設立許可　全日制　普通科　3学級　120名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商業科　2学級　 80名
　　　　　　　　　　　　　　　　定時制　商業科　　　　　40名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　採鉱科　　　　　40名

5月 4日 開校記念日

昭和30年 1月 25日 新館落成式

昭和34年 2月 7日 昭和34年度より………　 普通科　3学級　135名
（学級増及び定員増） 商業科　3学級　135名

4月 16日 体育館竣工（現　武道場）

4月 19日 本館・体育館落成式

昭和35年 10月 9日 危険校舎改築第一期工事起工（教室棟東側）

昭和36年 9月 2日 危険校舎改築第二期工事起工（教室棟西側）

昭和37年 6月 1日 危険校舎改築第三期工事起工

昭和38年 2月 6日 昭和38年度より……… 普通科　4学級　200名
（学級増及び定員増） 商業科　3学級　150名

3月 28日 学級増による校舎増築工事起工

8月 27日 学級増による校舎増築工事竣工

昭和39年 2月 6日 昭和39年度より……… 普通科　5学級　250名　
（学級増） 商業科　3学級　150名

12月 11日 学級増による校舎増築工事竣工

昭和40年 8月 15日 体育館床総張替

昭和41年 3月 18日 運動場拡張（1,877㎡）整地完了

昭和42年 2月 16日 理科室竣工

7月 9日 県北地区集中豪雨による床上1m浸水

昭和46年 10月 31日 創立20周年記念式典挙行

昭和47年 12月 15日 体育館敷地運動場用地買収（11,551.61㎡）

昭和48年 2月 28日 体育館敷地運動場用地　埋立等工事着工

11月 11日 新体育館竣工・運動場敷地拡張・受電設備完了

昭和50年 5月 1日 プール施設工事竣工（25m7コース）

昭和52年 3月 25日 特別教室（調理・被服・理科・美術）第1期工事竣工

昭和53年 3月 31日 定時制課程廃止（定通センター・佐世保中央高等学校へ統合）

3月 31日 特別教室・雨天体操場・当直室・倉庫解体

6月 20日 管理棟・特別教室第2期工事竣工

12月 14日 管理棟・図書館・生徒会館・音楽室解体

昭和54年 3月 25日 クラブ部室竣工（144.96㎡）

3月 31日 緑化計画（中庭・前庭一部・玄関両サイド）完成

昭和55年 10月 25日 新校門、通用門完成・前庭舗装

昭和56年 3月 31日 屋外便所竣工（24.96㎡）

沿革
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8月 31日 運動場表層改修（18,654㎡）

昭和57年 3月 31日 中庭造園（石組・植樹・芝張）

10月 30日 創立30周年記念式典挙行

12月 16日 テニスコート完成（2,046㎡）

昭和58年 2月 5日 体育更衣室完成（42㎡）

昭和59年 3月 31日 佐々川拡張工事に伴う正門移転完了

昭和60年 3月 30日 産振棟竣工（1968.776㎡）

昭和62年 3月 31日 セミナーハウス・下足棟竣工、教室棟改修（一階）

平成元年 8月 31日 体育館床張替、窓枠改修

10月 31日 教室棟屋上防水工事

平成3年 3月 25日 産振棟便所増築

平成4年 10月 17日 創立40周年記念式典挙行

10月 20日 平成5年度より……… 普通科　　　5学級　210名
（学級減及び 商業科　　　1学級　 42名
　　　学科新設） 情報処理科　1学級　 42名

平成5年 3月 25日 管理棟、普通教室棟外壁改修工事

平成6年 1月 31日 トレーニング室竣工（100.00㎡）

3月 1日 運動場整備工事竣工

9月 12日 平成7年度より……… 普通科　　　5学級　205名
（定員減） 商業科　　　1学級　 41名
 情報処理科　1学級　 41名

10月 6日 体育館屋根等改修工事竣工

平成9年 4月 1日 平成9年度より……… 普通科　　　5学級　200名
（定員減） 商業科　　　1学級 　40名
 情報処理科　1学級 　40名

平成13年 4月 1日 平成13年度より……… 普通科　　　4学級　160名
（定員減） 商業科　　　1学級 　40名
 情報処理科　1学級 　40名

平成14年 10月 19日 創立50周年記念式典挙行

平成15年 2月 14日 武道場竣工

平成15年 4月 1日 長崎県立清峰高等学校に校名変更
平成15年度より 総合学科　　5学級　200名

平成16年 2月 10日 新教室棟竣工

平成18年 2月 21日 管理棟屋上防水、トイレ改修工事竣工

平成19年 3月 30日 運動場改修工事竣工

平成20年 1月 31日 屋根付き練習場竣工

平成21年 3月 30日 旧普通教室棟解体

平成22年 3月 8日 クラブ部室竣工

平成23年 3月 22日 サッカー・ハンドボール練習場竣工
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現・旧職員一覧（北松南時代）
氏　　名 在職期間 教科など

福　田　冨貴夫 昭27～31 校長
西　島　繁　子 昭27.4～12
大　町　節　子 昭27.4～12 （旧姓　太田）
濱　崎　康　雄 昭27～28
中　園　文　子 昭27～28
大　町　郁　夫 昭27～28
松　下　卓　治 昭27～28
太　田　小夜子 昭27～29
本　田　昌　弘 昭27～29
日下石　千穐子 昭27～29 （旧姓　松園）
松　田　義　信 昭27～29
園　田　安　司 昭27～31 事務（旧姓　小西）
古　庄　ミツル 昭27～31 事務
富　永　勝　己 昭27～31 事務
佐　藤　光　子 昭27～32 事務（旧姓　藤島）
泊　　　一　夫 昭27～32 数学
鴨　川　　　卓 昭27～34 社会
松　尾　芳　久 昭27～35 数学
森　田　　　茂 昭27～36 理科
馬　場　　　曻 昭27～36 事務
桜　井　ミツ子 昭27～36 養護教諭
高　木　政　幸 昭27～38 社会・商業
興　梠　政　夫 昭27～40 国語
津　田　又　雄 昭27～41 理科
大　石　武　敏 昭27～50 保健体育
朝　井　一　朗 昭27～51 商業
内　田　友　江 昭28～ 給仕
湯　村　善　十 昭28～37 国語
石　橋　　　猛 昭28～32 事務長
山　本　繁　敏 昭28～29 工業
糸　屋　繁　一 昭28～30 事務
七　種　　　晃 昭28～31 事務（旧姓　吉良）
深　見　真　恵 昭28～32 国語
岡　　　悌　二 昭28～33 英語
清　松　明　善 昭28～34 国語
杉　本　孝　利 昭28～34 数学
山　崎　　　誠 昭28～34 社会・商業
古　賀　　　東 昭28～35 理科
櫨　本　妙　子 昭28～35 保健体育
大　坪　建　一 昭28～ 講師
小坂井　桂次郎 昭28～ 音楽
松　田　清　子 昭28～ 事務
三　澤　常　人 昭28～34 商業・英語
江　口　　　茂 昭28～35 理科・数学・工業
辻　　　　　仁 昭28～37 書道
首　藤　昌　史 昭28～38 社会・英語
野　田　俊三郎 昭28～38 商業・英語
柴　田　信　雄 昭28～39 英語
石　川　安　博 昭28～40 保健体育

氏　　名 在職期間 教科など
山　本　義　雄 昭28～46 商業・英語
城　　　哲　夫 昭29.4～7
藤　戸　光　次 昭29～30 庶務課長
富　崎　京　子 昭29～32 家庭
首　藤　ヒデ子 昭29～33 家庭（旧姓　武富）
中　田　喜　勝 昭29～34 国語
吉　居　常　男 昭29～34 工業
池　田　貞　子 昭29～ （旧姓　山口）
高　橋　久　治 昭29～
熊　谷　芳　人 昭29～31
花　沢　　　久 昭29～38 理科・工業
平　野　　　誠 昭29～39 商業
福　島　喬　六 昭29～39 社会
久　家　幸　一 昭29～41 社会
深　部　壽　一 昭29～52 商業
川　井　磯　寿 昭30～32 教頭
横　田　哲　子 昭30～31 （旧姓　池田）
東　　　茂　芳 昭30～34 理科・数学
森　　　龍　美 昭30～37 保健体育
柳　原　隆　司 昭30～37 英語
田　村　士　郎 昭30～39 社会
長　尾　勝　義 昭30～42 事務
鴇　田　忠　正 昭31～32 校長
三　村　忠　儀 昭31～44 事務
松　田　キクエ 昭31～43 事務
森　　　智恵子 昭32.1～3
宮　本　正　之 昭32～38 校長
服　部　一　男 昭32～36 教頭
堀　田　迪　弘 昭32～43 事務長
門　口　文　雄 昭32～33 図工
梅　野　自　彊 昭32～35 社会・国語
酒　元　隆　吉 昭32～35 事務
山　口　義　子 昭32～40 家庭
青　木　ヒサエ 昭32～41 家庭
田　中　孝　子 昭33～40 事務・理科助手

（旧姓　前山）
間　瀬　康　徳 昭33～34 保健体育
中　島　克　己 昭33～34 商業
古　賀　悦　朗 昭33～34
梅　田　　　宏 昭33～36 英語
山　口　茂　市 昭33～37 工業
前　田　十日子 昭33～38 事務（旧姓　小野）
前　田　みどり 昭33～53 事務
西　岡　常　博 昭33～53 国語
滝　石　　　真 昭34～36 国語
丸　山　　　悟 昭34～38 商業
安　永　峰次郎 昭34～37 書道
前　田　健　一 昭34～37 商業
榎　　　一　夫 昭34～38 国語
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氏　　名 在職期間 教科など
松　本　裕　夫 昭34～40 英語
中　園　正　昭 昭34～40 社会
武　富　竜　二 昭34～42 保健体育
柴　山　昭　俊 昭34～45 数学
伊　達　　　章 昭34～53 社会
野　村　邦　子 昭35.1～9 事務
川　口　松　子 昭35～37 事務（旧姓　橋本）
梅　田　　　操 昭35～36 保健体育

（旧姓　西原）
山　口　勝　弘 昭35～36 理科・数学
田　家　秀　雄 昭35～37 芸術
兼　原　勝　利 昭35～37 芸術
緒　方　義　美 昭35～37
森　　　政　男 昭35～37
大河内　邦　昭 昭35～39 理科
松　永　政　原 昭35～40 数学
田　中　淳　子 昭35～40 司書（旧姓　川島）
渡　辺　　　寛 昭35～41 数学
原　田　恒　司 昭35～41 商業
前　田　義　弘 昭35～41 英語
久　富　　　始 昭36～40 教頭
桜　本　守　伸 昭36～37
斉　藤　俊　夫 昭36～38 理科
神　田　卓　磨 昭36～39 理科
山　本　周　二 昭36～39 英語
神　村　朝　隆 昭36～40 数学・理科
石　橋　テル子 昭36～43 事務
吉　富　孝　汎 昭36～47 社会
渡久地　弘　子 昭36～47 保健体育
西　吉　隼　志 昭36～51 国語（旧姓　松園）
甲　斐　重　彦 昭37～38 事務
青　木　成　章 昭37～38 事務・理科助手
近　藤　伊佐子 昭37～39 芸術
大久保　アツ子 昭37～39 事務（旧姓　棚橋）
田　中　一　子 昭37～41 事務（旧姓　松田）
渡　川　　　正 昭37～42 理科
後　藤　陽　一 昭37～42 英語
中　村　　　一 昭37～54 国語
岩　本　隆　夫 昭37～55 商業
森　田　充　子 昭37～55 養護教諭
朝　長　一　郎 昭38～41 校長
久　家　りつ子 昭38.4～6
久住呂　武　雄 昭38～39
山　崎　政　之 昭38～39
仏　坂　陽　一 昭38～40 英語
安　本　靖　介 昭38～40 理科
椛　島　克　己 昭38～41 商業
薮　下　和　穂 昭38～41 数学
須　藤　　　進 昭38～41 保健体育
片　岡　清　忠 昭38～41
大　庭　富　代 昭38～48 事務（旧姓　鴛淵）

氏　　名 在職期間 教科など
友　川　靖　司 昭38～49 数学
長　尾　千世子 昭38～53 事務（旧姓　野田）
徳　王　　　実 昭38～54 英語
野　元　孝　子 昭39～40
松　下　清　次 昭39～40
永　安　勝　義 昭39～41 社会
田　渕　吉　江 昭39～42 事務（旧姓　池田）
金　子　敏　雄 昭39～42 国語
沢　辺　　　侃 昭39～42 国語
護　山　眞　龍 昭39～42
寺　崎　和　之 昭39～43 英語
樋　渡　美智子 昭39～44 芸術（旧姓　松尾）
馬　場　　　忍 昭39～44 芸術
宮　本　武　夫 昭39～46 英語
本　村　慶　助 昭39～47 英語
大　村　　　寛 昭39～47 理科
小　林　豊　彦 昭39～52 保健体育
市　山　光　春 昭39～53 理科
浦　　　柳　三 昭39～56 社会
中　山　武　之 昭40～43 教頭
谷　口　美喜子 昭40～41 事務
中　村　八重子 昭40～41 事務
塚　本　心　一 昭40～43 事務
黒　川　　　進 昭40～43 商業
前　田　一　郎 昭40～47 数学
森　　　克　己 昭40～47 理科
尾　崎　時　雄 昭40～47 理科
山　下　保　子 昭40～47 国語
多久島　誉　一 昭40～48 商業・社会
難　波　　　治 昭40～51 数学
水　谷　登志子 昭40～56 家庭
越　智　豊　一 昭40～56 社会
大　瀬　政　江 昭41～44 事務
太　田　富士夫 昭40～平5 商業
上　野　弘　道 昭41～45 校長
田　坂　　　弘 昭41～42
高　橋　裕　子 昭41～42 芸術
内　海　教　子 昭41～43 事務
野　口　和　仁 昭41～44 数学
後　藤　修　広 昭41～45 英語
大　淵　　　昇 昭41～46 商業
鶴　田　安　彦 昭41～46 社会
藤　村　　　禅 昭41～47 社会
前　川　信　行 昭41～47 保健体育
貞　松　福　蔵 昭41～48 国語
吉　田　六　吉 昭41～49 数学
小　寺　徳　章 昭41～50 事務
塩　口　　　登 昭41～51 理科
細　川　武　夫 昭41～52 数学
立　木　千代貴 昭41～53 商業
福　江　正　人 昭42～45 国語
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氏　　名 在職期間 教科など
山　鹿　秀　子 昭42～45 英語
中　村　勝　彦 昭42～46 国語
嶋　田　昭　雄 昭42～47 商業
小　森　　　晃 昭42～48 商業
岩　本　正　彦 昭42～52 社会
柴　山　輪　寿 昭42～53 国語
富　永　宗　雄 昭42～56 保健体育
富　永　充　枝 昭42～57 家庭
清　川　フミ子 昭43.3～7 （旧姓　友田）
山　口　幸　男 昭43～44 教頭
伊　藤　年　郎 昭43～46 事務長
松　田　一　晟 昭43～44
松　尾　　　治 昭43～45 事務
山　川　政　春 昭43～46 英語
古　賀　朝　子 昭43～46 事務
朝　永　隆　則 昭43～47 商業
松　本　正　彦 昭43～49 英語
井　上　博　志 昭44～46 教頭
竹　下　直　喜 昭44～45 芸術
小　泉　流　幸 昭44～45 数学
後　藤　雅　子 昭44～47 事務（旧姓　松瀬）
三　角　一　代 昭44～48 事務（旧姓　立石）
桶　谷　　　清 昭44～49 事務
飯　野　秀　夫 昭44～54 芸術
松　田　一　男 昭44～平3 事務
松　永　弘　子 昭44～平12 事務
永　野　文　雄 昭45～47 校長
井　上　安　治 昭45～48 英語
松　瀬　邦　子 昭45～48 事務
下　原　一　禧 昭45～50 数学
原　　　末　久 昭45～50 事務
境　田　昭　則 昭45～52 英語
岩　坪　英　亮 昭45～53 理科
佐　藤　　　胖 昭45～53 事務
芦　塚　洋　一 昭45～60 国語
矢動丸　　　哲 昭46～50 教頭
森　　　　　保 昭46～52 事務長
溝　田　フミエ 昭46～47 （旧姓　藤田）
黒　崎　紀　子 昭46～51 国語
中　坪　寿　二 昭46～53 社会
大　賀　大　茂 昭46～54 商業
佐々木　平　八 昭46～55 英語
佐々木　了　之 昭46～60 英語
香　田　　　博 昭46～61 英語
高比良　唯　治 昭47～48 校長
鳥　巣　みち子 昭47～49 司書（旧姓　近藤）
河　野　真　人 昭47～50 理科
鎌　田　良　治 昭47～51 保健体育
岩　田　典　久 昭47～54 理科
山　口　展　生 昭47～54 国語
福　田　正　孝 昭47～55 商業

氏　　名 在職期間 教科など
吉　原　　　貢 昭47～56 理科
岡　　　十三郎 昭47～56 社会
松　永　　　勝 昭47～57 芸術
中　野　　　賢 昭47～58 社会
末　富　充　敏 昭47～62 英語
足　立　　　明 昭47～62 理科
松　田　優　子 昭47～62 保健体育
濱　野　眞砂子 昭48～52 実習助手
福　田　ヒデ子 昭48～53 事務
宮　内　文　男 昭48～51 校長
高　田　大　東 昭48.4～6 商業
鴛　渕　育　雄 昭48～49 保健体育
中　島　泰　男 昭48～51 商業
山　田　厚　志 昭48～53 商業
長　田　勢　平 昭48～54 英語
岩　谷　和　典 昭48～56 国語
鎌　田　冬　野 昭48～平3 実習助手・用務員
武　尾　保津恵 昭49.1～3
井　手　佐栄子 昭48～平10 事務
木　村　ソ　メ 昭48～平12 事務補助
天　艸　ひろ子 昭49～51 事務
佐　藤　史　郎 昭49～52 商業
久　家　ミ　チ 昭49～53 家庭
西　村　　　晃 昭49～55 数学
長　与　正　志 昭49～55 事務
大　木　　　棣 昭49～61 数学
古　賀　泰　理 昭49～62 英語
山　口　　　清 昭50～52 教頭
中　村　弘　茂 昭50～52 教頭
増　田　　　彰 昭50～52 保健体育
久　和　将　志 昭50～56 理科
本　村　隆　重 昭50～56 事務
石　橋　郁　郎 昭50～57 商業
伊　藤　克　己 昭50～61 保健体育
藤　崎　秀　吉 昭50～61 数学
松　野　吉太郎 昭51～55 校長
杉　原　利　幸 昭51～52
飯　田　はる子 昭51～54 事務（旧姓　荒川）
松　尾　東　洋 昭51～60 国語
伊　藤　利　之 昭51～61 保健体育
城　　　正　嗣 昭51～62 理科・数学
森　永　健　一 昭51～63 国語
出　口　友　則 昭51～63 数学
久　米　義　治 昭52～53 教頭
平　井　誠　一 昭52～54 教頭
今　井　民三郎 昭52～55 事務長
木　村　幹　雄 昭52～53 商業
公　文　健　一 昭52～53 保健体育
伊　東　真　敏 昭52～55 数学
芦　塚　順　子 昭52～55 英語（旧姓　山口）
田　村　二　郎 昭52～62 社会
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日　高　末　夫 昭52～平1 商業
井　上　　　博 昭52～平5 保健体育
江　頭　一　保 昭53～56 商業
坪ノ上　辰　弘 昭53～56 国語
真　木　正　英 昭53～59 理科
下　條　ヨシ子 昭53～平3 社会
山　川　　　勝 昭54～57 教頭
一ノ瀬　正　義 昭54～57 数学
金　氏　逸　穂 昭54～57 商業
船　山　正　之 昭54～57 英語
山　口　正　俊 昭54～57 芸術
南　山　　　稔 昭54～59 保健体育
河　野　啓　治 昭54～60 商業
野　村　美佐子 昭54～61 事務
浜　田　司　郎 昭54～63 国語
松　尾　哲　也 昭54～平1 国語
有　川　仁　子 昭54～61 購買部職員
秋　月　　　泰 昭55～56 校長
井　手　吉之助 昭55～59 事務長
馬　場　　　徹 昭55～58 数学
稲　垣　洋　一 昭55～58 事務
中　嶋　正　人 昭55～63 商業
満　屋　敏　夫 昭55～63 英語
中　野　　　勝 昭55～63 商業
轟　木　元　枝 昭55～63 養護教諭
松　永　修　治 昭55～平4 英語
高　木　正　治 昭56～58 校長
吉　永　喜平治 昭56～59 社会
深　部　壽　一 昭56～59 商業
山　本　計　治 昭56～60 事務
市　山　郁　子 昭56～62 家庭
山　本　昭　夫 昭56～62 理科
牧　　　晶　子 昭56～62 国語（旧姓　岸川）
佐　藤　易　昭 昭56～63 理科
元　川　国　昭 昭56～63 社会
本　間　啓　子 昭56～63 国語
浦　川　渙　自 昭56～平3 保健体育
糸　屋　　　實 昭57～60 教頭
馬　場　　　忍 昭57～62 芸術
松　崎　昭　代 昭57～63 家庭
下　田　　　彰 昭57～平1 数学
角　田　行　右 昭57～平1 英語
立　木　千代貴 昭57～平2 商業
百　田　直　代 昭57～平4 家庭
前　田　健　一 昭57～平6 商業
坂　井　洋　子 昭57～平13 芸術
榮　岩　吉　郎 昭58～61 校長
松　本　靖　彦 昭58～59 事務
川　内　憲　一 昭58～63 社会
田　原　孝　一 昭58～平2 数学
才　塚　准　一 昭58～平4 数学

氏　　名 在職期間 教科など
内　野　佐智代 昭58～平24 事務補助
小　谷　　　晃 昭59～61 事務長
木　村　浩　二 昭59～62 事務
田　中　三　郎 昭59～平1 商業
植　垣　研　二 昭59～平3 理科
濱　田　倹　治 昭59～平4 社会
北　島　　　出 昭59～平6 保健体育
坂　口　行　擴 昭60～62 商業
吉　岡　昭　徳 昭60～平2 国語
椎　山　清　吾 昭60～平2 事務
中　上　　　徹 昭60～平3 国語
宮　崎　隆　介 昭60～平2 英語
森　　　藤　男 昭61～63 校長
丸　田　敏　夫 昭61～平1 事務長
大　串　典　久 昭61～平2 英語
藤　崎　紀　子 昭61～平4 事務
田　中　一　成 昭61～平10 保健体育
小　森　輝　喜 昭61～平7 保健体育
松　本　幸　亀 昭61～平6 数学
大　友　義　之 昭62～平1 教頭
永　田　弥須子 昭62～平2 英語
鬼　塚　公　志 昭62～平2 理科
江　口　雅　子 昭62～平2 国語
森　　　義　和 昭62～平3 芸術
中　村　島　幸 昭62～平3 商業
中　島　昭　信 昭62～平4 理科
下　田　幸　俊 昭62～平4 事務
渡久地　弘　子 昭62～平12 保健体育
田　中　一　臣 昭62～平7 数学
松　木　泰　晴 昭62～平10 理科
松　永　隆　利 昭62～平7 英語
堤　　　博　行 昭62～平8 社会
阪　口　さと子 昭62～平5 家庭
平　山　高　宏 昭62～平5 社会
古　賀　　　東 昭63～平2 校長
須　田　淳一郎 昭63～平2 理科
竹　野　米　見 昭63～平4 国語
森　永　邦　彦 昭63～平4 社会
馬　田　良　子 昭63～平4 英語（旧姓　田川）
小　森　　　晃 昭63～平6 商業
畑　中　勝　朗 昭63～平7 商業
清　水　龍　男 昭63～平8 社会
堤　　　　　孝 昭63～平12 商業
森　　　三佐子 昭63～平7 国語
大　坂　良　一 昭63～平10 数学
福　田　公　彦 昭63～平9 国語
伊　藤　律　子 昭63～平5 養護教諭
辻　本　義　典 平1～3 教頭
西　川　安　政 平1～5 事務長
寺　田　　　豊 平1～3 国語
梅　田　悦　子 平1～4 英語
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卜　部　義　信 平1～10 商業
鈴　木　信　雄 平1～8 商業
山　本　康　雄 平1～11 数学
末　吉　純　次 平2～5 校長
松　尾　東　洋 平2～10 国語
吉　野　輝　憲 平2～7 英語
大　石　　　晃 平2～6 英語
山　下　雅　大 平2～8 数学
石　井　あつ子 平2～13 国語
豊　増　伊知郎 平2～13 理科
永　留　正　登 平2～5 理科
山　崎　典　子 平2～5 英語
中　島　賢　一 平2～7 事務
高　田　国　行 平3～6 教頭
久保田　啓　一 平3～4
川　崎　文　哉 平3～6 社会
堤　　　　　保 平3～8 保健体育
富　永　　　繁 平3～11 社会
嶋　田　昭　雄 平3～9 商業
光　岡　洋一郎 平3～11 国語
竹　下　直　喜 平3～8 芸術
邑　上　益　朗 平3～11 理科
塚　本　俊　次 平3～12 国語
吉　福　清　和 平4～10 社会
荒　木　伸　午 平4～12 数学
峰　松　宏　一 平4～11 英語
大　山　和　男 平4～10 商業
吉　岡　省　一 平4～14 英語
木　村　貞　子 平4～14 家庭
今　村　　　勲 平4～11 数学
土　肥　二　郎 平4～13 英語
本　田　俊　之 平4～12 国語
原　口　俊　明 平4～7 理科
神　崎　敦　子 平4～6 英語
坂　本　豊　樹 平4～7 社会
久　富　敏　行 平4～5 事務
真　崎　裕美子 平4～10 事務
松　永　美賀子 平4～5 事務
竹　内　保　夫 平4～10 技師
山　﨑　政　之 平5～7 校長
力　竹　　　進 平5～9 事務長
榊　原　順　一 平5～13 社会
落　水　保　紀 平5～12 理科
中　平　勝　利 平5～12 保健体育
深　部　壽　一 平5～18 芸術
丸　田　みゆき 平5～10 英語（旧姓　金子）
轟　木　恭　子 平5～8 家庭
久　家　邦　子 平5～6 家庭
佐　藤　　　毅 平5～13 商業
藤　原　きさ子 平5～20 養護教諭
山　本　公　一 平5～11 事務

氏　　名 在職期間 教科など
松　本　佳　子 平5～6 事務
山　北　美　幸 平5～10 実習助手
堀　　　正　幸 平6～8 教頭
浜　副　征　司 平6～12 数学
宮　崎　　　崇 平6～9 保健体育
米　村　義　興 平6～13 英語
山　田　恵　仁 平6～7 英語
溝　田　浩　一 平6～9 商業
田　中　三　郎 平6～7 商業
松　永　和歌子 平6～7 事務
大　浦　健　吉 平7～10 校長
福　永　晴　成 平7～14 国語
上　妻　知　之 平7～16 地歴・公民
尾　崎　晴　彦 平7～11 数学
岩　坪　英　亮 平7～13 理科
福　田　敏　幸 平7～15 保健体育
前　田　安津子 平7～18 英語（旧姓　佐伯）
木　寺　雅　美 平7～11 英語
大　串　典　久 平7～9 英語
田　平　明　美 平7～11 商業
多々良　和　夫 平7～13 事務
北　島　妃抄子 平7～8 実習助手
百　田　宏　昭 平8～10 教頭
納　冨　正　臣 平8～17 地歴・公民
岩　佐　綾　子 平8～11 地歴・公民
大久保　俊　一 平8～20 数学
久　米　慶　紀 平8～12 保健体育
岩　永　聡　志 平8～11 芸術
高　橋　桂　子 平8～9 家庭
田　中　三　郎 平8～9 商業
崎　本　尚　子 平8～9 実習助手
J. デュクロス 平8～9 ALT
木　下　　　譲 平9～13 事務長
山　内　良　子 平9～18 国語
西　島　詠　治 平9～12 保健体育
堤　　　　郁子 平9～16 家庭
前　山　弘　二 平9～17 商業
山　田　俊　也 平9～10 商業
山　本　多恵子 平9～12 商業
吉　田　京　子 平9～16 実習助手
F. ロバートソン 平9～11 ALT
中　村　俊　雄 平10～13 校長
宇田川　　　泱 平10～14 教頭
山　口　久美子 平10～13 国語（旧姓　小柳）
片　桐　健　市 平10～16 地歴・公民
小　林　利　彦 平10～11 地歴・公民
松　本　　　実 平10～17 数学
中　山　伸　一 平10～13 理科
牟　藤　　　央 平10～15 保健体育
福　田　道　夫 平10～16 英語
近　藤　久　雄 平10～17 商業
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氏　　名 在職期間 教科など
渕　野　正　人 平10～15 商業
杉　村　公　宏 平10～11 商業
松　尾　満里子 平10～12 事務
濱　村　一　代 平10～ 実習助手
小　川　典　子 平10～11 実習助手
松　永　英　孝 平10～16 技師
小野塚　壱　典 平11～17 国語
井　川　智　晴 平11～17 地歴・公民
守　屋　剛　明 平11～14 地歴・公民
田　川　　　敏 平11～20 数学
武　分　清　治 平11～14 数学
小　川　　　慶 平11～14 数学
村　里　由　美 平11～14 理科
溝　口　誠史郎 平11～23 芸術
百　田　　　源 平11～18 英語
亀　屋　健　一 平11～21 英語
林　田　　　武 平11～15 商業
川　崎　公　隆 平11～22 商業
有　馬　智津子 平11～17 実習助手
津　村　博　之 平11～15 事務
小　林　靖　子 平11～19 購買部職員
K. ア プ ソ ン 平11～13 ALT
中　村　　　順 平12～13 国語
才　塚　准　一 平12～18 数学
早　田　通　子 平12～18 数学
田　中　　　洋 平12～15 理科
本　野　民　生 平12～15 保健体育
日　高　節　生 平12～14 保健体育
汐　碇　淳　一 平12～21 保健体育
副　島　法　子 平12～19 保健体育
住　吉　　　新 平12～24 商業
小　宮　由美子 平12～20 商業
山　内　麻　紀 平12～14 事務
梅　崎　靖　規 平12～13 技師
川　瀬　長　久 平13～17 校長
野見山　　　優 平13～16 事務長
本　間　啓　子 平13～21 国語
酒　井　泰　宏 平13～19 国語
中　島　　　努 平13～15 地歴・公民
田　中　真　二 平13～20 理科
林　田　京　子 平13～19 理科
森　田　真美子 平13～ 芸術
北　村　美智子 平13～20 英語
松　尾　幸　祐 平13～19 英語
吉　田　厚　二 平13～ 商業・地公
玉　田　須賀子 平13～20 商業（旧姓　吉田）
松　枝　　　誠 平13～15 商業
小　川　暁　子 平13～14 養護教諭
富　澤　　　毅 平13～17 事務
北　村　一　樹 平13～14 技師
A. ライナード 平13～15 ALT

氏　　名 在職期間 教科など
原　口　孝　昭 平14～16 教頭
出　口　　　彰 平14～20 国語
小　川　典　子 平14～15 国語
琴　野　純　一 平14～23 地歴・公民
中　川　裕　治 平14～24 数学
井野口　隆　一 平14～20 理科
井　村　聡　道 平14～16 保健体育
松　永　隆　利 平14～15 英語
山　口　富志子 平14～17 家庭
磯　田　マキ子 平14～15 養護教諭
福　本　直　泰 平14～15 事務
黒　川　浩　美 平14～15 技師
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現・旧職員一覧（清峰時代）
氏　　名 在職期間 教科など

岩　永　智　明 平15～16 地歴・公民
堤　　　香奈子 平15～16 地歴・公民
長　山　理　絵 平15～16 数学
杉　本　徹　久 平15～19 理科
荒　木　雅　義 平15～23 保健体育
亀　川　哲　弘 平15～16 保健体育
近　藤　史　景 平15～23 英語
D. K. ロバーツ 平15～16 ALT
設　楽　峰　子 平15～16 商業
山　野　日紗子 平15～17 養護教諭
平　野　千代子 平15～16 家庭
福　田　敬　子 平15～16 理科
尾　形　早　東 平15～18 事務
岩　永　貴　子 平15～19 事務
泉　　　理　章 平16～19 教頭
岩　本　眞　人 平16～18 事務長
川　内　英　樹 平16～ 地歴・公民
淺　木　正　博 平16～22 数学
音　丸　健　治 平16～22 保健体育
吉　田　昌　平 平16～23 保健体育
江　頭　健　剛 平16～17 英語
李　　　明　玲 平16～17 ALT
ロ ビ ン・B 平16～18 ALT
ケ リ ー・W 平16～17 ALT
西　川　久美子 平16～ 福祉
石　田　久美子 平16～18 看護
金　　　鍾　畢 平16～18 ハングル
村　上　貴　子 平16～17 家庭
増　田　明　子 平16～ 実習助手
小　泊　新　治 平16～17 技師
桃　野　真智子 平16～17 業務補助
松　瀬　太　郎 平17～21 校長
福　田　千音子 平17～ 国語
松　尾　啓　子 平17～18 国語
松　村　　　泉 平17～19 地歴・公民
永　矢　麻希子 平17～19 地歴・公民
馮　　　　　晶 平17～19 ALT
楠　本　康　子 平17～21 家庭
竹　田　稔　子 平17～19 看護
牧　野　　　恵 平17～18 養護教諭
古　賀　　　勝 平17～23 理科
近　藤　久　雄 平17～23 商業
松　尾　恵美子 平17～22 手話
江　口　直　美 平17～ 手話
立　部　秀　治 平17～18 実習助手
中　村　啓　一 平17～22 事務
川　島　和　美 平17～18 技師
高　澤　　　祐 平18～22 事務長
下　野　祥一郎 平18～23 国語

氏　　名 在職期間 教科など
森　﨑　百合子 平18～ 国語
中　田　紀　子 平18～ 数学
江　浦　政　則 平18～19 数学
西　田　早　苗 平18～ 英語
石　橋　小百合 平18～ 英語
ジ リ ア ン・L 平18～21 ALT
森　口　尚　子 平18～21 看護
山　口　逸　美 平18～24 養護教諭
田　中　一　臣 平18～20 数学
中　村　昭　利 平18～23 芸術
梅　本　浩　二 平18～ 芸術
安　富　万里子 平18～20 ハングル
藤　本　利　浩 平18～20 保健体育
新　谷　和　弘 平18～19 地歴・公民
神　崎　啓　子 平18～19 国語
丸　田　宣　子 平18～ 実習助手
宮　本　　　博 平18～21 事務
清　水　央　彦 平18～19 技師
荒　木　　　聡 平19～21 教頭
五　島　長　明 平19～21 国語
澤　邊　晃　士 平19～ 公民
喜　多　康　孝 平19～20 数学
中　村　孝　二 平19～ 数学
荒　木　泰　久 平19～20 数学
堀　本　雄　二 平19～ 理科
石　橋　偉　庸 平19～20 理科
津　野　未　来 平19～24 保健体育
内　田　政　孝 平19～23 英語
張　　　　　鶴 平19～21 ALT
平　湯　祥　子 平19～23 家庭
設　楽　峰　子 平19～20 商業
菊　次　　　勉 平19～21 地歴・公民
毛　利　明　未 平19～20 国語
堤　　　香奈子 平19～20 事務
山　口　美由貴 平19～22 事務補助
清　水　央　彦 平19～21 地歴・公民
髙　橋　喜美子 平19～ 購買部職員
加　賀　　　義 平20～ 国語
藤　田　一　海 平20～ 数学
川　本　真奈美 平20～ 数学
宮　本　正　博 平20～21 数学
平　湯　政　敏 平20～ 理科
近　藤　唯　史 平20～21 理科
髙　崎　由佳理 平20～ 理科
大　野　裕　子 平20～ 英語
浦　田　恵　子 平20～23 商業
種　田　直　美 平20～ 商業
辻　　　圭　子 平20～ 養護教諭
吉　田　弥九郎 平20～ ハングル
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氏　　名 在職期間 教科など
伊　美　勝　太 平20～22 保健体育
田　島　浩　子 平20～21 国語
原　　　あかり 平20～21 事務
濱　野　郁　子 平20～21 介助員
山　川　和　則 平21～23 校長
山　野　茂　毅 平21～23 教頭
松　本　俊　治 平21～23 国語
森　　　誠　治 平21～ 国語
手　島　雅　朗 平21～ 地歴・公民
森　山　康　憲 平21.4～7 数学
宮　本　正　博 平21～22 数学
堀　江　　　淳 平21～22 理科
井　手　英　介 平21～ 保健体育
金　森　智　子 平21～22 英語
松　田　麻　里 平21～22 英語
ロザリンド・M 平21～23 ALT
王　　　賀　佳 平21～23 ALT
福　田　仁　奈 平21～ 家庭
佐　藤　由香利 平21～ 看護
木　寺　友　紀 平21～23 看護
山　口　義　郎 平21～ 事務
花　岡　　　敢 平21～22 就職指導専門員
朝　日　勝　己 平22～ 事務長
山　田　音　市 平22～ 数学
湊　　　浩一郎 平22～ 理科
宮　崎　　　崇 平22～ 保健体育
平　山　春　美 平22～ 英語
原　　　桂　子 平22.4～7 家庭
蓑　田　功　喜 平22～ 商業
松　本　知　子 平22～23 英語
小　林　静　子 平22～24 手話
金　子　慎　吾 平22～ 保健体育
寺　﨑　　　孝 平22～ 事務
川　原　あゆみ 平22～ 事務
陶　山　敏　夫 平22～23 就職指導専門員
溜　　　美恵子 平23～ 校長
城　　　美　博 平23～ 教頭
清　家　知　子 平23～ 国語
本　間　祥　史 平23～24.1 地歴・公民
米　倉　　　稔 平23.11～24 地歴・公民
光　永　和　志 平23～ 保健体育
井　上　翔　太 平23～24 保健体育
前　田　加奈子 平23～ 芸術
宮　坂　美　樹 平23～ 家庭
日　髙　昌　美 平23～ 英語
内　川　敏　則 平23～ 英語
金　﨑　真　吾 平23.4～8 英語
キース・バートレット 平23～24 ALT
楊　　　磊　江 平23～ ALT
鈴　木　信　雄 平23～ 商業
堤　　　　　孝 平23～ 商業

氏　　名 在職期間 教科など
松　尾　匡　敏 平23～ 理科
小　森　武　志 平24.1～3 数学
土　橋　　　薫 平23～24 就職指導専門員
百　岳　正　剛 平24～ 数学
平　山　和　則 平24～ 保健体育
中　嶋　秀　昭 平24～ 商業
山　川　知奈美 平24～ 養護教諭
久　保　惣　平 平24～ 地歴・公民
森　下　真　優 平24～ 数学
松　尾　恵美子 平24～ 手話
陶　山　敏　夫 平24～ キャリアサポート

スタッフ
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卒業生数（北松南～清峰）
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■ 普通科

■ 商業・情報処理科

■ 総合学科

■ 定時制
※（　）内は累計

 120 72 （192）

 110 71 50 （423）

 108 65 47 （643）

 128 74 33 （878）

 124 76 51 （1,129）

 119 84 65 （1,397）

 122 77 45 （1,641）

 119 125 41 （1,926）

 123 122 32 （2,203）

 118 126 46 （2,493）

 153 128 35 （2,809）

 185 152 25 （3,171）

 244 152 36 （3,603）

 234 149 29 （4,015）

 249 139 29 （4,432）

 211 139 24 （4,806）

 209 132 17 （5,164）

 223 130 27 （5,544）

 196 126 17 （5,883）

 203 118 14 （6,218）

 212 126 12 （6,568）

 206 125 19 （6,918）

 217 131 16 （7,282）

 219 130 12 （7,643）

 219 128 （7,990）

 216 123 （8,329）

 217 117 （8,663）

 211 117 （8,991）

 205 104 （9,300）

 120 72 （192）

 110 71 50 （423）

 108 65 47 （643）

 128 74 33 （878）

 124 76 51 （1,129）

 119 84 65 （1,397）

 122 77 45 （1,641）

 119 125 41 （1,926）

 123 122 32 （2,203）

 118 126 46 （2,493）

 153 128 35 （2,809）

 185 152 25 （3,171）

 244 152 36 （3,603）

 234 149 29 （4,015）

 249 139 29 （4,432）

 211 139 24 （4,806）

 209 132 17 （5,164）

 223 130 27 （5,544）

 196 126 17 （5,883）

 203 118 14 （6,218）

 212 126 12 （6,568）

 206 125 19 （6,918）

 217 131 16 （7,282）

 219 130 12 （7,643）

 219 128 （7,990）

 216 123 （8,329）

 217 117 （8,663）

 211 117 （8,991）

 205 104 （9,300）

 120 72 （192）

 110 71 50 （423）

 108 65 47 （643）

 128 74 33 （878）

 124 76 51 （1,129）

 119 84 65 （1,397）

 122 77 45 （1,641）

 119 125 41 （1,926）

 123 122 32 （2,203）

 118 126 46 （2,493）

 153 128 35 （2,809）

 185 152 25 （3,171）

 244 152 36 （3,603）

 234 149 29 （4,015）

 249 139 29 （4,432）

 211 139 24 （4,806）

 209 132 17 （5,164）

 223 130 27 （5,544）

 196 126 17 （5,883）

 203 118 14 （6,218）

 212 126 12 （6,568）

 206 125 19 （6,918）

 217 131 16 （7,282）

 219 130 12 （7,643）

 219 128 （7,990）

 216 123 （8,329）

 217 117 （8,663）

 211 117 （8,991）

 205 104 （9,300）

 215 99 （9,614）

 192 125 （9,931）

 207 105 （10,243）

 218 118 （10,579）

 215 113 （10,907）

 218 128 （11,253）

 217 125 （11,595）

 227 125 （11,947）

 229 127 （12,303）

 217 131 （12,651）

 217 129 （12,997）

 211 124 （13,332）

 197 82 （13,611）

 202 81 （13,894）

 202 78 （14,174）

 186 74 （14,434）

 185 75 （14,694）

 169 73 （14,936）

 190 77 （15,203）

 178 76 （15,457）

 136 69 （15,662）

 143 73 （15,878）

 190 （16,068）

 193 （16,261）

 192 （16,453）

 186 （16,639）

 194 （16,833）

 190 （17,023）

 196 （17,219）
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S58年卒（29回生）
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資 料 編
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 120 72 （192）

 110 71 50 （423）

 108 65 47 （643）

 128 74 33 （878）

 124 76 51 （1,129）

 119 84 65 （1,397）

 122 77 45 （1,641）

 119 125 41 （1,926）

 123 122 32 （2,203）

 118 126 46 （2,493）

 153 128 35 （2,809）

 185 152 25 （3,171）

 244 152 36 （3,603）

 234 149 29 （4,015）

 249 139 29 （4,432）

 211 139 24 （4,806）

 209 132 17 （5,164）

 223 130 27 （5,544）

 196 126 17 （5,883）

 203 118 14 （6,218）

 212 126 12 （6,568）

 206 125 19 （6,918）

 217 131 16 （7,282）

 219 130 12 （7,643）

 219 128 （7,990）

 216 123 （8,329）

 217 117 （8,663）

 211 117 （8,991）

 205 104 （9,300）

 215 99 （9,614）

 192 125 （9,931）

 207 105 （10,243）

 218 118 （10,579）

 215 113 （10,907）

 218 128 （11,253）

 217 125 （11,595）

 227 125 （11,947）

 229 127 （12,303）

 217 131 （12,651）

 217 129 （12,997）

 211 124 （13,332）

 197 82 （13,611）

 202 81 （13,894）

 202 78 （14,174）

 186 74 （14,434）

 185 75 （14,694）

 169 73 （14,936）

 190 77 （15,203）

 178 76 （15,457）

 136 69 （15,662）

 143 73 （15,878）

 190 （16,068）

 193 （16,261）

 192 （16,453）

 186 （16,639）

 194 （16,833）

 190 （17,023）

 196 （17,219）

 215 99 （9,614）

 192 125 （9,931）

 207 105 （10,243）

 218 118 （10,579）

 215 113 （10,907）

 218 128 （11,253）

 217 125 （11,595）

 227 125 （11,947）

 229 127 （12,303）

 217 131 （12,651）

 217 129 （12,997）

 211 124 （13,332）

 197 82 （13,611）

 202 81 （13,894）

 202 78 （14,174）

 186 74 （14,434）

 185 75 （14,694）

 169 73 （14,936）

 190 77 （15,203）

 178 76 （15,457）

 136 69 （15,662）

 143 73 （15,878）

 190 （16,068）

 193 （16,261）

 192 （16,453）

 186 （16,639）

 194 （16,833）

 190 （17,023）

 196 （17,219）

 215 99 （9,614）

 192 125 （9,931）

 207 105 （10,243）

 218 118 （10,579）

 215 113 （10,907）

 218 128 （11,253）

 217 125 （11,595）

 227 125 （11,947）

 229 127 （12,303）

 217 131 （12,651）

 217 129 （12,997）

 211 124 （13,332）

 197 82 （13,611）

 202 81 （13,894）

 202 78 （14,174）

 186 74 （14,434）

 185 75 （14,694）

 169 73 （14,936）

 190 77 （15,203）

 178 76 （15,457）

 136 69 （15,662）

 143 73 （15,878）

 190 （16,068）

 193 （16,261）

 192 （16,453）

 186 （16,639）

 194 （16,833）

 190 （17,023）

 196 （17,219）

S59 年卒（30回生）

S60年卒（31回生）

S61年卒（32回生）

S62年卒（33回生）

S63年卒（34回生）

H元年卒（35回生）

H 2 年卒（36回生）

H 3 年卒（37回生）

H 4 年卒（38回生）

H 5 年卒（39回生）

H 6 年卒（40回生）

H 7 年卒（41回生）

H 8 年卒（42回生）

H 9 年卒（43回生）

H10年卒（44回生）

H11年卒（45回生）

H12年卒（46回生）

H13年卒（47回生）

H14年卒（48回生）

H15年卒（49回生）

H16年卒（1回生）

H17年卒（2回生）

H18年卒（3回生）

H19年卒（4回生）

H20年卒（5回生）

H21年卒（6回生）

H22年卒（7回生）

H23年卒（8回生）

H24年卒（9回生）
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創立10周年・開校60周年記念スローガン・シンボルマーク

創立10周年記念
開校60周年記念

【スローガン】

　万
よ ろ ず よ

代 に 継 ぐ

　　清 峰 の 綺
き ら

羅
　〔考案者〕宇野ゆうみさん（３年２組）
　〔意　味〕いつまでも続く世に、清峰の輝かしさを絶やさないように

【シンボルマーク】

　〔考案者〕松本　佑樹君（２年１組）
　〔テーマ〕「永遠」
　〔コンセプト〕  Ｓｅｉｈｏの「Ｓ」を作っているフィルムは、これまで先輩方が築き守ってきた偉業や伝統

を表している。
  フィルムの中を多様な色を使い華やかで鮮やかな本校の歴史を表現した。
   「Ｓ」の字の先端を矢印にすることで、北松南から60周年、清峰から10周年の今年を新たな

スタートとし、これから永遠に成長していくという意味を込めた。
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編集後記

　本校の創立10周年・開校60周年記念誌が無事に刊行の運びとなりました。平成23年
６月の第１回編集会議開催に始まった編集作業は、編集スタッフの校務多忙・経験不足
もあり、悪戦苦闘の連続でした。それでも何とか刊行にこぎつけることができましたの
は、ご多用中にもかかわらず玉稿をいただきました卒業生・旧職員・PTA・母の会の
皆様、座談会の実施に際し、快くご参加くださいました旧職員の皆様、編集作業に係る
さまざまなご助言をくださいました正文社印刷所の皆様、膨大な量の卒業アルバム・生
徒会誌などの資料を丹念に閲覧し、本誌に掲載する写真を選んでくれた本校写真・新聞
部の生徒諸君、その他多くの方々のお力添えの賜です。記念誌編集にご協力いただいた
すべての方々に、心より感謝申し上げます。
　編集作業を終えた今、振り返ってみますと、60年に及ぶ本校の歴史のそれぞれの局
面における職員の方々、卒業生の皆様、そして保護者の方々の本校に対する深い愛情と、
本校の発展に向けての並々ならぬ熱意を肌で感じたことが、今回の記念誌編集の最大の
意義であったように思います。とりわけ座談会の折、本校が総合学科に改編され、校名
が現在の「清峰高校」に変更された頃の様々なご苦労をお聞きした際には、編集スタッ
フ一同、身の引き締まる思いがいたしました。
　そうした本校の発展に関わったすべての方々の熱い思いを余すところなく後世に伝え
ようと記念誌編集に取り組んだつもりではありますが、何分不慣れなスタッフの手によ
る編集作業で、本校の栄光に満ちた歴史のすべてを十分に表現できているとは言い難い
かもしれません。不十分な点、配慮が行き届かない点につきましては、何卒ご容赦くだ
さい。
　窓の外を見てみますと、今日も生徒達が希望に満ち溢れた明るい表情で登校してきて
います。今回の記念誌編集作業を通じ、この生徒達が本校を巣立った後、本校の卒業生
であることを誇らしく語れるような学校にするべく、これからも本校の歴史をさらに輝
かしいものにしていくことが、現在、そして今後本校に在職する教職員の使命であると
の思いを強く抱くようになりました。この記念誌がそのためのヒントを与える存在と
なってくれれば、編集に携わった者として望外の喜びです。
　最後になりましたが、この記念誌をお読みいただいた皆様の今後益々のご健勝と、新
たな一歩を踏み出した本校のさらなる発展を祈念いたしまして、編集後記の結びといた
します。

（手島記す）

【記念誌編集部会】
　　　手島　雅朗　　西川久美子　　蓑田　功喜　　湊　浩一郎　　大野　裕子
　　　加賀　　義　　吉田　洸二　　石橋小百合　　藤田　美紀　　清家　知子
　　　辻　　圭子　　森田真美子　　前田加奈子　　堤　　　孝
　　　中川　裕治（H23）　　森﨑百合子（H23）

【写真・新聞部】
　　　楠本　拓真　　浦　　朋江　　山口　志織　　川久保拓哉　　南　　彩夏
　　　楠本　天来　　日数谷瑠輝　　新村　章子
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