
鹿鹿児児島島県県立立鹿鹿児児島島中中央央高高等等学学校校  学学校校だだよよりり  

朝朝日日子子第 36 号 
 平成21年4月30日発行   制作 教務部刊行物広報係  

三綱領 自主 好学 敬愛 
五条目 志操は高く、品格ある青年学徒たれ 

易きにつかず、学道に専心せよ 
共励切磋、和して同ずるなかれ 
自主自律、責任を完遂せよ 
積極敢為、自ら運命を開拓せよ 

〒892-0846 鹿児島市加治屋町10番1号  ℡099-226-1574 Fax 099-223-2409 
http://www.edu.pref.kagoshima.jp/sh/chuo/index.html 

学校だより『朝日子』は学校の様子を伝えます 

平成 21 年度が始まりました。今年度も本校は，

校是の三綱領五条目を

柱に，品格ある中央生の

育成を図るとともに，生

徒一人ひとりの夢を叶

えるための教育活動を

展開してまいります。 
発刊４年目を迎える『学校だより 朝日子』では，

月々の学校の様子を毎月末にお伝えします。よろ

しくお願いします。 
※「朝日子」とは，「朝日(朝，東からのぼる太陽の光)」の雅語

で，本校校歌(椋鳩十 作詞)の３番に詠われています。 

新任者の紹介 

今年度は 10 人の先生方が本校に赴任しました。 

氏 名 教科等 前任校等 

池田潤一郎 

茶圓純二 

安樂幸蔵 

俣木正喜 

海江田貴嗣 

小倉眞一郎 

梶谷光洋 

田代浩二 

原 美幸 

松野浩次 

教頭 

地歴公民 

地歴公民 

保健体育 

保健体育 

芸術 

英語 

英語 

家庭 

事務次長 

屋久島高校 

指宿商業高校 

川辺高校 

開陽高校 

谷山中学校 

生活文化課主査 

沖永良部高校 

加治木高校 

野田女子高校 

伊集院高校 

新年度スタート (4 月 6 日) 
始業式とともに平

成 21 年度がスター

ト。式辞のなかで校

長は，｢2 年生は中堅

学年として，将来の

目標を定め計画的に

過ごし，行事や部活動の底力になろう。3 年生は 

今春卒業した先輩に続き，自分の夢・希望を現実の花

として咲かせよう。みなさんの飛躍の 1 年にしてくだ

さい｣と話しました。 
始業式のあとは新クラスのロングホームルーム。2

年生は中堅学年として，3 年生は最高学年としての自

覚を新たにしました。 

第 47 回入学式 (4 月 7 日) 
うららかな春の陽射しに恵まれた 4 月 7 日，鹿児島

中央高校第 47 回入学式が行われました。 
新入生一人ひとりの

名前が呼ばれたあと，校

長が入学許可。新入生代

表生徒は，｢三綱領・五

条目を守り，高校生とし

て充実した生活を送る

ことを誓います｣と宣誓

しました。 
式後は各クラスでロ

ングホームルーム。担

任・副担任の先生が高校

生活の心構えや行事予定などの説明を行いました。 
47 期生となった生徒たちは，入学した喜びとこれか

ら始まる高校生活への期待で胸一杯の様子でした。 

対面式 (4 月 9 日) 
新入生と 2･3 年生による対面式が行われました。 
校長挨拶のあと，生徒

会長が｢この 3 年間でた

くさんのものに挑戦し，

自らの才能を高めてく

ださい。いっしょに中央

高校を盛り上げていきましょう｣とあいさつ。続いて

新入生代表生徒が｢一日でも早く中央高校に慣れ，先

輩方のように勉強や部活動に充実した日々を送りま

す」とあいさつしました。 



部活動紹介 (4 月 14 日) 
1 年生を対象に部

活動紹介が行われま

した。体育系 17，文

化系 8 の部活動と生

徒会が，3 分間の持ち

時間で活動内容を紹介しました。 
放課後には部活動見学に訪れる 1 年生の姿も数

多く見られました。 

1 学年宿泊学習 (4 月 15 日～17 日) 
1学年が県立青少年研修センターで2泊3日の宿

泊学習を行いました。 
高校での学習の在

り方や予習・復習の仕

方，団体行動について

学びました。自主学習

はもちろんのこと，

｢中央高校生としての

自覚を持つとはどう

いうことか｣を考える

ことができました。 

2･3 学年が一日遠足 (4 月 17 日) 
2学年は韓国岳，3学年は高千穂峰に登りました。 
霧が出て頂上まで

の道のりは容易では

ありませんでしたが，

生徒たちは怪我もな

く，全員無事下山する

ことができました。 
この遠足で，クラス・学年間の親睦が一段と深

まったようです。 

生徒会総会・家庭クラブ総会 (4 月 28 日) 
定例生徒会総会が

行われました。 
昨年度後期の活動

報告のあと，今年度予

算を審議。後半は，挨

拶や清掃時間の取り

組みについて意見を交換しました。 

生徒会総会後，家庭ク

ラブ総会が行われまし

た。役員紹介のあと，昨

年度の会務・会計報告，

今年度の行事計画や予算

を審議しました。 

スポーツ交歓会を 5 月 1 日に開催 
本校と鹿児島玉龍高校

による第 18 回スポーツ

交歓会(中玉戦)が，5 月 1
日(金)に県体育館や補助

競技場など 6 つの会場で

行われます。 
[当日の日程] 
 8:55 開会式，エール交換・応援合戦 ～県体育館 

9:40 男子バレーボール(全校応援) ～県体育館 

11:00 男子バスケットボール，女子バレーボール～県体育館 

   剣道，弓道 ～武道館 

   ラグビー ～補助競技場 

    テニス，ソフトテニス ～庭球場 

12:20  バドミントン 女子バスケットボール ～県体育館 

卓球 ～補助体育館 

サッカー ～補助競技場 

14:00 野球(全校応援) ～野球場 

16:00  閉会式 ～補助競技場 

※雨天時は県体育館，補助体育館，武道館で行う種目のみ実施。 

中中央央魂魂  ＜４月の部活動＞ 

硬式テニス部  
(九州ジュニア県予選) 個人ダブルス 東郷真奈(２年) ３位 
(全国ジュニアトーナメント～愛知県) 林 裕一郎 ベスト16 
(市大会) 団体 男子Ａ優勝 女子Ａ準優勝  女子Ｂ３位 

    個人ダブルス 内田悠貴(３年)・林 裕一郎(２年) ２位 
           淵村佳奈(３年)・植村夏美(３年) ２位 
           河内純郎(３年)・長野兼三(３年) ３位 
バスケットボール部 (九州四県対抗県予選)  

男子 ベスト８進出ならず  女子 ２回戦進出ならず 
サッカー部 (市大会) ３勝１敗 
卓球部 (市大会) 男子団体 ２回戦進出  女子団体 ３位 
バレーボール部 (市大会) 
  男子 ２回戦進出ならず 女子 ２回戦進出 
バドミントン部 (県大会)   

男子団体Ａ ベスト16   女子団体Ａ ベスト８ 
ハンドボール部 (市大会) 
  男子 ５位  女子 ３位 

【５月のおもな行事予定】 
１日(金) 第18回スポーツ交歓会  

１３日(水) ＰＴＡ総会 
１６日(土) 好学 小論文模試(３年) 
２０日(水) 生徒会本部役員改選 
２４日(日) 音楽部・合唱部定期演奏会 

 

昨年のスポーツ交歓会の様子 


