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日中には春の気配が見え始めた２月。３年生はそれ

ぞれの進路目標実現に向け，最後の頑張りを見せてい

ます。１・２年生は学年末考査に全力で取り組みまし

た。今月の学校の様子をお伝えします。 

団訓 (2 月 5 日) 
今年度最後の団訓

が行われました。 
集合状態もよく，元

気なかけ声でグラウ

ンドを走りました。 
 
推薦入学者選抜 (2 月 9 日) 
平成 22 年度推薦入学者選

抜が県教育委員会の定める

日程にしたがって行われま

した。 
受検生は，作文や面接・実

技に取り組みました。 
 
 
校内弁論大会本選 (2 月 10 日) 
1･2 年生によ

る校内弁論大会

の本選が行われ

ました。 
弁論を行った

のは先日の予選

を通過した 8 人

です。(1 年生 2 人・2 年生 6 人) 
規定時間は 4分以上 5分以内。審査の観点は，｢主

題の選び方｣｢論旨の明解さ・説得力｣｢表現・構成｣

｢声(大きさ・抑揚)｣｢態度(姿勢・視線)｣の 5 つです。 
生徒たちは様々な視点から自分の考えを述べる

弁士の発表に真剣に聴き入っていました。 

審査の結果，最優秀賞

に濵﨑優歌さん(2 年 5 組  
演題｢ID:T000036931｣)，
優秀賞に牧園由貴さん(2
年 1 組 演題｢豊かさの追

究｣)，牛堀優香さん(2 年

7 組 演題｢明日を生き

て｣)が選ばれ，表彰され

ました。 
また，審査集計の時間

に，今年度の県英語弁論

大会に出場した生徒の発表も行われました。 

学年末考査 (2 月 17 日～22 日) 
学年末考査が行われました。 
放課後の教室や

学習室では試験に

備えて勉強する生

徒の姿が見られま

した。1 年間の学

習の成果が表れた

ようです。 

 
中庭に春のたより 

最高気温が 20℃を超

す日も続いた 2 月。本校

中庭では梅やハクモクレ

ン，コブシの花が次々に

咲きました。受験生の春

ももうすぐです。 



第 2 回学校保健委員会 (2 月 18 日) 
学年末考査 2 日目の午後，学校保健委員会が開

かれました。 
この会は本校の学

校保健の振興を図る

ことを目的に毎学期

開かれるもので，今年

度 2 回目です。 
学校長のあいさつのあと，体力テストや環境衛

生検査結果の分析，感染症予防の取り組みについ

て協議が行われました。学校医等からは，インフ

ルエンザ対策や口腔内の衛生，薬物等に関する考

え方について指導助言がありました。  

クラスマッチ (2 月 24 日・25 日) 
2 日間にわたりクラスマッチが行われました。 
クラスの勝利を目

指して，グラウンドや

体育館などに生徒た

ちの元気な声が響き

ました。 
総合成績と各種目

の優勝クラスは次のとおりです。 
総合優勝  2 年 1組 2位 2 年 4組 3位 2 年 8組 

バスケットボール  男子 2年 1組  女子 2年 5組 

バレーボール  男子 2年 1組  女子 2年 3組 

卓球 男子 2年 1組  女子 1年 1組 

ソフトテニス 男子 2年 8組  女子 1年 8組 

 バドミントン 男子 2年 2組  女子 2年 4組 

サッカー 男子 2年 2組  女子 1年 5組 

百人一首 1年 4組  

国公立大学前期日程試験 (2 月 25 日・26 日) 
国公立大学の前期日程試験が行われ，本校 3 年

生も全国各地の大学で試験に臨みました。 
鹿児島大学の会場

では，試験直前までノ

ートを読み返したり，

お互いに質問し合っ

たりする本校生の姿

が見られました。 
前期日程の合格者発表は，各大学で 3 月 1 日か

ら 10 日までの間に行われます。 

後期日程試験受験者指導 (2 月 26 日～) 
国公立大学の前期日程試験を終えた 3 年生は，ただ

ちに後期日程試験(3月 12日～)に向けて追い込みに入

りました。 
担任や教科担当の先生

の指導のもと，小論文や

総合問題など志望校の過

去問題の演習に取り組ん

でいます。 

新型インフルエンザ感染防止の徹底について 
新型インフルエンザの感染拡大については予断を許さな

い状況が続いています。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。 

中中央央魂魂  ＜２月の部活動＞ 
陸上競技部 (県新人駅伝大会) 
 入賞ならず 
ソフトテニス部 (県春季大会) 
 ２回戦進出ならず 
卓球部 (県春季大会) 
 男子団体 ベスト１６  女子団体 ベスト８ 
男子ダブルス  

ベスト１６  宮司博貴(２年)・奥 唯晃(２年) 
サッカー部(鹿児島・江蘇省スポーツ国際交流サッカー大会出場) 

木場瑛吾(２年) 川下奉高(２年)  
演劇部 (冬季県大会) 
 優秀賞 
書道部(全日本高校書道コンクール) 
 書道教育研究会賞 野村由季(２年)  馬場暁子(２年) 
音楽部・合唱部 (鹿児島地区高校音楽祭参加) 

 【３月のおもな行事予定】 
 １日(月) 同窓会入会式 

卒業式予行 
 ２日(火) 第45回卒業式 
 ３日(水) 1年進路講演会  

2年合同LHR 

６日(土) 好学 

2年小論文模試(午後) 
９日(火) 高校入試(～10日) 
    生徒自宅学習(～15日) 

１７日(水) 先輩と語る会 

２５日(木) 大掃除  終業式  教科書販売 
２６日(金) 離任式 

 


