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積極敢為、自ら運命を開拓せよ 
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雨にぬれた青葉が色鮮やかに目に映える 6 月。高校

総体県予選等も終わり，3 年生にとってはいよいよ本

格的な受験勉強への切りかえの時期となりました。今

月の学校の様子をお伝えします。 

生徒会本部役員認証式 (6 月 1 日) 
先月行われた生徒会本部役員改選で選出された

新役員の認証式が全校朝礼前に行われ，新役員と

なった 12 人に任命書が手渡されました。 
新生徒会長の山下

翔真さん(2 年 1 組)
は，｢脈々と続く中央

高校の伝統を大切に

しながら，みなさん

の意見を取り入れ，

改善すべきところは直していきたいと思います。

全員で協力していきましょう｣と全校生徒に呼び

かけました。 

学校関係者評価委員会 (6 月 9 日) 
今年度 1 回目の学校関係者評価委員会が行われ

ました。この委員会は，学校の自己評価の結果や

改善策，重点目標や

評価項目等の在り方

について評価し，学

校の自己評価の客観

性・透明性を高める

とともに，学校・家

庭・地域が一体となり学校の現状と課題について

共通理解を深め，その連携協力による学校運営の

改善を促進するために設置するもので，年 3 回の

開催を予定しています。 
1 回目の今回は，学校概況説明のあと，今年度本

校が取り組んでいる学校評価の重点項目について

各部担当者が説明。質疑応答では，委員の方々か

ら示唆に富んだご意見をいただきました。 

3 学年進路講演会・学年 PTA (6 月 12 日) 
3 学年の生徒･保護者対象の進路講演会と 3 学年

PTA が行われました。 
講演会の講師はベネッ

セコーポレーションの徳

岡卓也さん。今春の大学

入試を総括し，2010 年度

入試までの流れや合格に

向けてこれからやるべきことを，事例を交えて話して

いただきました。 
ほとんどの部が最後の大会を終え，生徒たちはいよ

いよ受験モード。3 学年 PTA では学年の現状報告のあ

と，生徒たちの健康管理や進路希望実現に向けた取り

組みについて養護教諭と進路指導部が話をしました。 

職員研修(心肺蘇生法) ( 6 月 15 日) 
中間考査 3 日目の午

後，心肺蘇生法に関する

校内職員研修が講堂で行

われました。 
内容は緊急時における

対処法や AED の使用法。講師の消防署員の指導のも

と，先生方は真剣に実技に取り組みました。 

防火防災訓練 (6 月 16 日) 
中間考査最終日の午後，今年度 1 回目の防火防災訓

練が行われました。 
今回は地震発生による避

難を想定。放送を合図に，

生徒たちはカバンを頭上

にかかげてグラウンドへ

避難。迅速な行動で，全員の整列・点呼完了までにか

かった時間は 5 分程度でした。 
全体講評のあと，消火器係や搬出係など各係で任務

の確認を行いました。次回の訓練は，11 月 13 日に予

定されています。 



PTA 研修視察 (6 月 18 日) 
PTA 研修視察が行われました。この視察は，最

近の大学の状況を把握し，生徒たちの進路選択に

役立てることをねら

いとしたもので毎年

実施しています。 
今回は保護者 72

名，教員 2 名が熊本大

学，熊本県立大学を訪

問。大学の概要や入試状況等について説明を受け

ました。詳細は PTA 新聞で報告する予定です。 

クラスマッチ (6 月 19・20 日) 
クラスマッチが行

われました。天候にも

恵まれ，各種目で無事

日程を終了しました。

この 2 日間でクラス

の団結と学校全体の

親睦が一段と深まったようです。 
各種目の優勝クラスは次のとおりです。 

バスケットボール  男子 2年 3組，女子 2年 5組 

バレーボール 男子 2年 4組，女子 2年 8組 

卓球 男子 2年 2組，女子 1年 4組 

ソフトテニス 男子 2年 8組，女子 3年 3組 

バドミントン 男子 2年 4組，女子 2年 8組 

サッカー 男子 3年 6組，女子 3年 2組＠ 

百人一首 1年 4組 

母の部会運営委員会 (6 月 23 日) 
母の部会運営委員会が開かれました。議題は今

年度の活動計画について。後期に予定されている

桜島一周遠行では，例年，母の部会が桜島一周

37km を走破する生徒たちを接待所等で支援して

います。今年も昨年と同様な係分担で支援するこ

とが確認されました。 
その後，学生食堂に

場所を移し，学食メニ

ューを試食していた

だきました。実施後の

アンケートでは，味，

量，メニューの種類など概ね好評でした。 

中中央央魂魂  ＜６月の部活動＞ 

 バドミントン部 (県大会) 
  男子団体 ２回戦進出 
 卓球部 (県大会) 
  男子団体 ベスト１６  女子団体 ベスト８ 
 バスケットボール部 (県大会) 
  男子 ベスト８   女子 ３回戦進出 
 陸上競技部 (県大会) 
  男子200m準決勝進出 山元大樹(２年) 
  男子400m準決勝進出 日永龍太朗(２年) 
 弓道部 (県大会) 
  男子団体 ７位    女子団体 入賞ならず 
 バレーボール部 (県大会) 
  男子 ２回戦進出ならず  女子 ２回戦進出ならず 
 剣道部 (県大会) 
  男子団体 ２回戦進出ならず  女子団体 ２回戦進出 
 ハンドボール部 
  男子 ３位   女子 ２回戦進出ならず 
 水泳部 (県大会) 
  200m個人メドレー４位 岩川朋之(１年) (九州大会へ) 

400m個人メドレー４位 岩川朋之(１年) (  〃  ) 
1500m自由形３位 田實 晶(３年) 

 テニス部 (九州大会・鹿児島) 
  団体 １回戦 鹿児島中央０－３柳川 
  個人シングルス 林 裕一郎(２年) ８－２ 唐津西 
          林 裕一郎(２年) ２－８ 柳川 
 ダンス部 

県高校ダンス発表会参加  ダンス部FINAL 
 放送部 (県大会) 
  アナウンス部門 

優秀賞 岩城詩織(３年)＊ 優良賞 佐々木綾香(３年)＊ 
  朗読部門 優良賞 竹迫真貴子(３年)＊ 
  テレビドキュメント部門 優秀賞＊ 
  ラジオドキュメント部門 優秀賞＊ 
  創作ラジオドラマ部門 優良賞 

校内放送研究発表会 入賞＊  (＊全国大会へ) 
 書道部 

鹿児島地区高校揮毫大会参加 
 音楽部・合唱部 

県高校音楽祭・合唱祭参加 

【７月のおもな行事予定】 
３日(金) 団訓(第3回) 
４日(土) 好学 小論文模試(3年) 

１０日(金)  特別授業(24日まで) 
１１日(土)  進研模試(3年は12日まで) 
１６日(木)  学校保健委員会 
２２日(水) 部分日食観察会 
２４日(金) 期末考査時間割発表 
２７日(月) 夏季特別指導(30日まで，3年は8月3日まで／8月17・18日) 
２９日(水) 中学生体験入学 
３１日(金) 学部学科研究会(2年) 

 


