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師走に入り，寒さも一段と厳しくなってきました。

大学入試センター試験まで残り１か月をきり，3 年生

は受験勉強に最後の頑張りを見せています。1･2 年生

も勉強や課外活動に精一杯取り組んでいます。 
今月の学校の様子をお伝えします。 

3 年生進路検討会 (12 月 1 日～4 日) 
3 年生の進路検討会が行われました。 
この会は，来週から始まる三者面談に向けて，

先生方が生徒一人ひとりの現段階での学力や志望

校の合格可能性を客観的に把握するため。併せて，

進路志望の実現に向

けて必要な手だてや

情報を確認するため

に行われるものです。 
7 月以降に受けた

全国模試や校内実力

考査の成績データをもとに，3 学年の担任・副担任

や教科担任の先生方が，すべての生徒の志望校検

討を行いました。 

生徒会役員認証式 (12 月 1 日) 
先月の役員改選で選出された生徒会本部役員の

認証式が放課後校長室で行われ，新役員一人ひと

りに校長から任命書が手渡されました。 
2 期目を務める生

徒会長(2 年)は，｢生徒

会役員として新しい

ことに取り組んでい

きたいです｣と決意を

語りました。 

三者・二者面談 (12 月 9 日～28 日) 
1･3 年生は三者面談，2 年生は二者面談が行われ

ました。 
1 年生は次年度の文理コース選択について，2 年 

生は受験に向けた学習へ

の取組みについて，3 年

生はセンター試験後の出

願校の選定に関する話題

が中心になりました。 

 花園に花苗の植え付け (12 月 10 日) 
中庭の花園も模様替えです。各クラスで花園の土を

耕し，清掃時間に生徒と

職員で花の苗を植え付け

ました。苗はパンジー，

ビオラ，ペチュニア，ノ

ースポールの 4 種類。こ

れから春先まで中庭を彩ります。 

赤い羽根共同募金 (12 月 14 日～18 日) 
毎年 10 月から 12 月ま

で行われる「赤い羽根共

同募金」。本校内では今

月 14 日から 18 日までを

集中運動期間とし，募金

活動を行いました。 
これに先立ち，生徒会本部は募金活動のボランティ

アスタッフを募集。進路先が決まった 3 年生を中心に

十数名の生徒が集まりました。 
期間中，生徒会本部役員と会計委員，ボランティア

スタッフが協力して，募金への協力呼びかけや募金箱

の回収などを行い，合計で 49,612 円の募金が集まり

ました。ご協力ありがとうございました。 

新型インフルエンザ感染防止の徹底について 

全国的に新型インフルエンザ感染拡大が進行している状態で

す。学校においては，登校時のうがい・手洗いの徹底および部活

動終了後の全員のうがい・手洗いの徹底を指導しております。 

つきましては，ご家庭におかれましても，お子様の体調管理に

努めていただくとともに，うがい・手洗い等の指導の徹底，人混

みへの外出や不要不急の外出の自粛の徹底をよろしくお願いい

たします。  



美化コンクール (12 月 16 日～22 日) 
校内美化コンクールが行われました。 
これは，校内美化に対する意識の高揚を図り，

クラス全員が協力し

て清掃作業に取り組

む姿勢を築くことを

目的に毎年行われる

ものです。 
審査対象は教室，廊

下，靴箱，トイレ。清掃状況や放課後の教室の整

理状況を，生徒会美化部と 1･2 年生の美化委員が

毎日審査しました。 
集計の結果，各部門の 1 位は次のクラスでした。 
教室・廊下部門 3年 6組 

トイレ部門(男子)  2 年 2組  

トイレ部門(女子)  1 年 3組 

靴箱部門  1 年 3組 

3 年生合同 LHR (12 月 22 日) 
3 年生の合同ロングホームルームが行われまし

た。内容はセンター試

験受験上の注意とイ

ンフルエンザ対策。生

徒たちは進路指導部

の先生の話を真剣に

聴いていました。 

全校集会 (12 月 24 日) 
年内の授業も 24 日まで。大掃除のあと放送によ

る全校集会が行われました。 
講話の中で校長は，

｢混迷の時代だからこ

そ，人生や社会の在り

方についてじっくり

と考えることが大切。

希望をもって新年を

迎えてほしい｣と話し

ました。 
なお，12 月 25 日･

28 日，1 月 4 日～7
日は全学年冬季課外

を実施します。 

中中央央魂魂  ＜１２月の部活動＞ 
バスケットボール部 (市大会) 
  男子 優勝   女子 ２回戦進出 
ダンス部 県学校ダンス発表会参加(12月17日) 
弓道部 (県大会)  
入賞ならず 

美術部 (県高校美術展) 
 第60回記念大賞 吉迫 翼(２年)※ 
 秀作賞 大田ちさと(１年) 
 奨励賞 西薗汐里(２年) 緒方美奈(３年) 

※H22年度全国高校総合文化祭(8月･宮崎県)出場 
書道部 
 県高校揮毫大会 
  高書研賞 野村由季(２年)※ 
  優秀賞   田中恵理(２年) 

※H22年度九州高文連美書写展(6月･沖縄県)出場 
 県高校書道展 
  高書研賞 馬場莉美(１年) 野村由季(２年) 
  秀作賞  徳田朱華(１年) 児田彩華(１年) 
       田中恵理(２年) 
放送部  
アジア国際子ども映画祭INいぶすき 奨励賞 
九州高校放送コンテスト九州大会 (沖縄県) 

  テレビ番組部門 奨励賞※ 
朗読部門 田原理沙(２年)※ 

※H22年度全国高校総合文化祭(8月･宮崎県)出場 
音楽部 (アンサンブルコンテスト県大会) 
  銀賞 
合唱部 (ヴォーカル･アンサンブルコンテスト県大会) 
  銀賞 

生徒会が｢書き損じはがき｣を集めています 

昨年度に引き続き，生徒会がタイやラオスの子どもたちの就

学支援のためのボランティア活動として，「書き損じはがき」を集

めています。 

 書き損じはがき(郵便局発行で投函していないもの，または切

手を貼付した未投函のもの)は郵便局で切手に交換したあと，協

力団体に買い取ってもらい，現地に送られます。 

今回の募集期間は１月 4 日から 26 日まで。回収箱は生徒会

室前と職員室内に設置します。 

【１月のおもな行事予定】 
 ４日(月) ３年だるま目入れ式 
 ８日(金) 後期後半開始 
１２日(火) 実力考査(1･2年 13日まで) 
１５日(金) ４５期生激励会 ３年センター会場下見 
２３日(土) 進研模試(1･2年 2年は24日まで) 
２７日(水) ２年進路講演会 
２９日(金) クリーンアップデイ 
３０日(土) 学研ハイレベル模試(1年希望者) 

 


