
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 43 号 
平成21年11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 

落ち葉の季節となりました。日ごとに秋も深まるな

か，生徒たちは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。 

朝日子教育週間 (11 月 1 日～7 日) 
県教育委員会は，毎年 11 月 1 日から 7 日までを

｢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，授業や部活動の公開を行いまし

た。多くの保護者・一般の方々が来校されました。

ありがとうございました。 

生徒会総会 (11 月 4 日) 
定例の生徒会総会が放送で行われました。前期

活動報告，生徒会会計

中間報告のあと，事前

に出された要望事項

や議題について説明。

各クラスで報告の承

認と要望事項等に関する協議を行いました。 
各クラスでの協議の結果は放課後，生徒会本部

が集約。翌日行われた代議員会で討議し，各クラ

スへ結果を報告しました。 

1 年生文理説明会 (11 月 10 日) 
1 年生を対象に，2 年次の文理コース選択と科目

選択についての説明会を放送で行いました。 
文理の選択にあた

っては，卒業後の進路

や｢働くこと｣の意味

をしっかりと考え，進

路情報を十分に吟味

していくことが大切

です。 
説明会では，コース別の科目単位数の違いや選 

択する際の留意点，大学入試との関連を中心に話があ

りました。生徒たちはメモをとりながら真剣に聴いて

いました。 

学校関係者評価委員会 (11 月 10 日) 
今年度 2 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・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，学

校運営の改善を促進するために設置するものです。 
今回は，学校概況説明のあと，今年度本校が取り組

んでいる重点項目について前期の取り組み状況を各

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。 

生徒会本部役員改選 (11 月 11 日) 
生徒会本部役員改選が行われました。 
放送による立会演説で

は，それぞれの立候補者

が，学校生活をより充実

させるための公約を語り

ました。その後，各教室

で投票が行われました。 

定期考査 (11 月 13 日～18 日) 
後期の定期考査が行われました。 
考査一週間前から部活

動の練習は中止。放課後

の学習室や教室等では，

試験勉強に取り組む生徒

の姿が数多く見られまし

た。 



1 学年進路講演会・学年 PTA (11 月 16 日) 
定期考査 2 日目の午後，1 学年の保護者を対象に

した進路講演会と学年 PTA が行われました。 
講演会の講師は河合塾の佐藤信一氏。｢文理選択

にあたって｣と題する

講演の中で佐藤先生

は，文理選択にあたっ

ては，自分の興味・関

心や将来の職業希望

をよく考え，進路情報

を十分に吟味していくこと。また，進路目標を実

現するには，保護者や教員が生徒本人のモチベー

ションを高めていくことが大切であると強調され

ました。 
続く学年 PTA では，1 学年の現状や 2 年次に実

施する国内体験学習などについて説明がありまし

た。全体会のあと，各教室で学級 PTA が行われま

した。 

3 学年 PTA (11 月 18 日) 
定期考査最終日の

午後，3 学年 PTA が

行われました。 
教頭，学年主任のあ

いさつのあと，養護教

諭から受験生の健康

管理について，進路指導部から進路実現に向けた

この時期の過ごし方について話がありました。 
全体会のあとの学級 PTA では，学級の現状報告

や情報交換が行われました。 
なお，2 学年 PTA は，国内体験学習の安全対策

等の説明のため，10 月 19 日に実施しました。 

2 年生国内体験学習 (11 月 24～27 日) 
2 年生が関西方面を探訪す

る体験学習(3泊 4日)を行いま

した。 
大学訪問や奈良散策，京

都・大阪での自主研修などを

通して，様々なものを学びま

した。 

中中央央魂魂  ＜１１月の部活動等＞ 
バドミントン部 (県大会) 
男子シングルス １年の部３位 岩元崇晃(１年) 

 ラグビー部 (県大会)  ※鹿屋高校・池田高校との合同編成チーム 
  ３回戦進出ならず 
 ソフトテニス部 (県知事杯) 
  決勝トーナメント進出 德村豪泰(１年)・横山大樹(１年) 
 卓球部 (県大会) 
  男子団体 ベスト１６   女子団体 ベスト８ 
 ハンドボール部 (県大会) 
  男子 ４位   女子 決勝トーナメント進出ならず 

バレーボール部 (県大会)  
 男子 ３回戦進出ならず 
サッカー部 (県大会)  ３位 
テニス部 (九州大会・沖縄)  
 男子団体 本戦１回戦 鹿児島中央 0－3 大分舞鶴 
  敗者復活戦１回戦 鹿児島中央 3－2 日向学院 

２回戦 鹿児島中央 1－3 佐土原(宮崎) 
ダンス部 市高校ダンス発表会参加 (11月19日) 

 生物部 県高校理科研究発表大会参加 (11月6日) 
 茶道部 県高校合同茶道発表会参加 (11月5日) 
 放送部 (県大会) 
  アナウンス部門 優良賞 浅田美乃(２年)＊ 
  朗読部門 優秀賞 田原理沙(２年)＊ 
  テレビ番組部門 優秀賞＊ 
  ラジオ番組部門 優良賞＊  ＊九州大会へ(12月 沖縄) 
 家庭クラブ 県高校家庭クラブ研究発表大会参加 

(11月6日) 

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
導してあります。 
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。 

【１２月のおもな行事予定】 
 ４日(金) ミニミニ中庭コンサート 
 ９日(水) １・３年三者面談(～28日)  

２年二者面談(～28日) 
１１日(金) 団訓 
１４日(月) 全校朝礼(放送)  
１９日(土) 好学 
２２日(火) ミニミニ中庭コンサート 
２４日(木) 大掃除 全校集会(放送) LHR 
２５日(金) 冬季特別指導(年内は28日まで) 

 


