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学校だより『朝日子』は学校の様子を伝えます

平成 22 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５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 16 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 久幸

福永 広隆

西田 睦夫

濵﨑 望

節句田香織

川崎 健朗

堂薗 幸夫

重吉 勇佑

日高 大祐

小牧 剛

北原 義大

瀬戸川 拓

東 博子

山﨑 博喜

西中間明弘

柳田 亜矢
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県教育委員会 高校教育課長

県教育委員会 高校教育課指導主事

県教育委員会 教職員課参事

県立図書館 指導主事

鹿屋工業高校

加世田高校

奄美高校

新規採用

頴娃高校

県教育委員会 高校教育課指導主事

栗野工業高校

頴娃高校

種子島高校

新規採用

川内高校

国分中央高校

新年度スタート (4 月 6 日)

始業式とともに平成 22 年度がスタート。式辞の

なかで校長は，｢3 年生は『積極敢為自ら運命を開

拓せよ』の教えを胸に刻み，自分の進路を切り開

いていこう。2 年生は中核学年として，明日入学する

新入生の良い先輩となっ

てほしい。新しい年度の

始まり，新しい気持ちで

何事にも取り組んでいこ

う｣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。3

年生は最高学年として，2 年生は中核学年としての自

覚を新たにしました。

第 48 回入学式 (4 月 7 日)

さわやかな春の日差しに恵まれた 4 月 7 日。鹿児島

中央高校第 48 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。

48 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｢この中央高校で，

生涯を通じて互いを高め

合う友に出会うことがで

きるでしょう。勉強や部

活動，行事を大いに楽しんでください｣とあいさつ。

続いて新入生代表生徒が｢一日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。



1年生教科オリエンテーション (4 月 9 日・12 日)

1 年生の教科オリエンテーションが行われまし

た。国語・数学・英語

の 3 教科について，そ

れぞれ2時間連続で授

業時間を組み，予習・

復習の仕方，教材やシ

ラバスの読み方につ

いて担当教員が詳しく説明。実際に授業を 50 分間

行ったあと，生徒たちは直ちに復習に取り組みま

した。初めて受ける高校の授業に，生徒たちは真

剣に取り組んでいました。

一日遠足 (4 月 16 日)

1 学年は中岳，2 学年は韓国岳，3 学年は現地の

天候状況により，予定していた高千穂峰を変更し

て中岳に登りました。

気温が低く風が強

い時間帯もあり，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 27 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，今年度の生徒会費予算を審議。

後半は，週番の放課後巡回や要望事項について意

見を交換しました。

生徒会総会後は家

庭クラブ総会。役員紹

介のあと，昨年度の会

務・会計報告，今年度

の行事計画や予算について審議しました。

スポーツ交歓会で熱戦 (4 月 30 日)

本校と鹿児島玉龍高校による第19回スポーツ交

歓会(中玉戦)が，県立体育館や補助競技場など６つ

の会場で行われました。

実施競技は全部で 14 種目。試合は 8 勝 6 敗で

総合優勝は鹿児島中央高校でした。両校の勝利種目は

次の通りです。

【鹿児島中央】

男子バスケットボール ，男

子バドミントン，女子バドミ

ントン ，男子卓球，弓道(男

女)，男子テニス，女子テニス，

男子ソフトテニス

【鹿児島玉龍】

女子バスケットボール ，男

子バレーボール ，女子バレ

ーボール，サッカー，野球，

剣道(男女)，

応援してくださった保護者や卒業生，運営に携わっ

た関係者の皆様，ありがとうございました。

中中央央魂魂 ＜４月の部活動＞

バスケットボール部 (南九州４県対抗選手権 県予選)

男子 ３位 女子 ベスト１６

バレーボール部 (全九州総合選手権 県予選)

男子 ３回戦進出ならず 女子 ２回戦進出ならず

バドミントン部 (県総合選手権)

男子 ３回戦進出ならず 女子 ベスト８

サッカー部

市大会 優勝 南九州高校サッカーフェスティバル １７位

ハンドボール部 (市大会)

男子 決勝トーナメント進出ならず 女子 ３位

硬式テニス部 (市大会)

団体Aパート 男子 優勝 女子 準優勝

団体Bパート 男子 準優勝

個人ダブルス

男子３位 林 祐一郎(３年)・松永慶太(３年)

女子３位 東郷真奈(３年)・新村友梨(２年)

卓球部 (市大会)

団体 男子 決勝トーナメント進出ならず 女子 ３位

弓道部 (市大会)

団体 男子 ３位 女子 優勝

個人 男子 ４位 鳥丸達郎(２年)

【５月のおもな行事予定】

１４日(金) 防火防災訓練

１９日(水) ５月考査(２･３年 ２１日まで ※１年は２０日から)

２０日(木) PTA総会

２４日(月) 教育実習(６月４日まで)

２６日(水) 生徒会本部役員改選

２８日(金) 団訓

３０日(日) 音楽部・合唱部定期演奏会


