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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 

秋晴れの心地よい季節。10 月から後期に入り，生

徒たちは勉強や部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。 

後期始業式 (10 月 1 日) 
平成 21 年度の後期が始まりました。 
インフルエンザの

感染拡大を防止する

ため，始業式は校内放

送で行いました。 
式辞の中で校長は，

｢家族やクラス，部活

動の一員として，お互いの配慮や思いやりを忘れ

ず，充実した後期にしてほしい｣と話しました。 

3 年生センター試験出願 (10 月 6 日) 
3年生の大学入試セ

ンター試験の出願準

備が完了し，3 学年の

先生方で発送を済ま

せました。 
センター試験は来

年１月 16・17 日。3 年生は｢一志不退（いっしふ

たい＝志を立て，ただひたすらに求めれば必ず道

は開かれる）｣を合言葉に，それぞれの進路目標の

実現に向け

て頑張って

います。 

第 47 回文化祭開催 (10 月 9 日) 
第 47 回文化祭が行

われました。 
今年のテーマは，

｢Move ～心を動かせ 
刻め歴史を｣。 

インフルエンザの集団

感染を防ぐため，体育館

に全校生徒を集めての舞

台発表は行わず，中庭や

教室等でのプログラムが

中心になりました。 
審査の結果，クラス参加部門の最優秀賞は 2 年 8 組

の迷路『不思議な世界』，優秀賞は 2 年 7 組のビデオ

作品『経験について』でした。 
多くの保護者・卒業生，一般の方々にもご観覧いた

だきました。ありがとうございました。  

人権同和教育 LHR  (10 月 21 日) 
人権同和教育に関する統一ロングホームルームが

行われました。 
テーマは｢人を区別す

る普通って何｣。講義やグ

ループ討議等を通して，

互いの違いを認め，友人

や周りの人の痛みに思いめぐらせることの大切さを

再確認しました。 

教育相談期間 (10 月 14 日～29 日) 
教育相談が行われました。 
各学年とも，学業や学校生

活・進路に関する話題が中心に

なりました。  

11 月 1～7 日は｢朝日子教育週間｣ 
県教育委員会は，毎年 11 月 1～7 日を｢地域が育む

『かごしまの教育』県民週間｣と定め，県民の方々に学

校や生徒の様子を見ていただく機会をつくっていま

す。本校でもこの期間を｢朝日子教育週間｣と定め，授

業や部活動を公開します。 
公開授業：期間中の 9:45～15:25 (各教室) 

部活動公開：期間中の 16:30～17:30 (各活動場所) 

多数のみなさまのご来校をお待ちしております。 



桜島一周遠行 (10 月 23 日) 
1･2 年生が桜島一周遠行を行いました。 
桜島一周遠行は昭和48年から始まった本校の伝

統行事。 
7 時 55 分，桜島溶

岩グラウンドを 1年 1
組からクラス順に 1
分おきにスタート。チ

ェックポイントの黒

神中学校を経て袴腰

を目指します。 
天候にも恵まれ，ほ

とんどの生徒が無事

に約 37 ㎞を制限時間

(男子 7 時間・女子 8
時間)内に完走歩する

ことができました。 
休憩所の設置や交

通指導など，地域の皆

様・PTA 母の部会をはじめ，多くの方々にご支援

をいただきました。ありがとうございました。 

「いじめ問題」を考える (10 月 28 日) 
ロングホームルームで各クラスがいじめ問題に

ついて考えました。 
最近，インターネッ

トや携帯電話のメー

ルを使った｢ネットい

じめ｣が，全国で急速

に表面化しています。 
LHR では，資料やアンケート等を題材に，いじ

めの実態を知り，私たちが社会生活を営む上で必

要なことを再確認しました。 

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懸念さ

れています。 
つきましては，学校において，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あります。 

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。 

 

中中央央魂魂  ＜１０月の部活動等＞ 
野球部(県大会) 
３回戦進出ならず 

卓球部(県大会)  
男子 決勝トーナメント進出ならず 
女子 決勝トーナメント進出ならず 

バレーボール部(市大会) 
男子 ３回戦進出ならず 
女子 決勝トーナメント進出 

水泳部(九州大会・末広杯) (福岡県)  
 400m個人メドレー12位 岩川朋之(１年) 
 200m個人メドレー18位 岩川朋之(１年) 
テニス部(県大会) 
 男子団体 準優勝(九州大会へ／11月 沖縄県)  
  シングルス １位 林 裕一郎(２年) 
   ベスト16 松永慶太(２年) 新門杏太(２年) 
        大迫優真(１年) 
  ダブルス  

ベスト８ 林 裕一郎(２年)・松永慶太(２年) 
  女子団体 ３位 
   シングルス ベスト８ 東郷真奈(２年) 
   ダブルス 
    ベスト８ 東郷真奈(２年)・新村友梨(１年) 
 弓道部(県大会) 
  男子 決勝進出ならず  女子 決勝進出ならず 
 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 
 剣道部(市大会) 
  男子団体 決勝リーグ進出  

女子団体 決勝リーグ進出 
 ソフトテニス部(市大会)  
  決勝トーナメント進出 
   德村豪泰(１年)・横山大樹(１年) 
 陸上競技部(市大会) 
  ３種競技Ａ 11位 北 悠汰(１年) 

 14位 山之内遥麻(１年)  
28位 大沼拓也(１年) 

 バドミントン部(県大会) 
  女子団体 ベスト８ 
 書道部 

西郷隆盛をしのぶ書道展 
    維新ふるさと館賞 野村由季(２年) 
    入選 田中恵理(２年) 馬場莉美(１年) 
         児田彩華(１年) 
  みたま祭 菊花賞 野村由季(２年) 
 新聞委員会(県学校新聞コンクール) 第二席 

【１１月のおもな行事予定】 
 ４日(水) 生徒会総会(放送)  
 ６日(金) 中間考査時間割発表 
１０日(水) 生徒会本部役員改選 
１３日(金) ３年卒業考査(18日まで) 

２年中間考査( 〃 ) 
１６日(月)  １年中間考査( 〃 ) 

１学年PTA 
１８日(水) ３学年PTA 
２４日(火) ２年国内体験学習(27日まで) 
３０日(月) 生徒会役員認証式(放送) 

 


