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青葉若葉を渡る風が爽快な５月。年度当初の慌ただ

しさも一段落し，生徒たちは授業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。 

PTA 評議員会・母の部会 (5 月 13 日) 

PTA 評議員会と母の部会が行われました。 

はじめに学年別評議員会で学年委員長・副委員

長を選出。全体会では校長挨拶・職員紹介のあと，

昨年度の会務報告・決

算報告や今年度の事

業計画案等を協議し

ました。 

このあと，研修部・

生活部・保健部・母の部会に分かれ，各部の概要

や事業計画を確認しました。 

防火防災訓練 (5 月 14 日) 

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

ウンドへ全員が避難。

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。 

  自転車盗難防止宣言 (5 月 17 日)  

鹿児島中央警察署から，自転車盗難防止モデル

校に指定されました (来年 3 月 31 日まで) 。 

生徒を代表して生徒会長が自転車盗難防止宣言

を行いました。 

○自転車には防犯登録をします。 

○自転車にはワイヤー錠等で二重ロックします。 

○路上，空き地への駐輪はせず，駐輪場に駐輪します。 

○自転車は大切に扱い，駐輪するときは並べて駐輪します。 

これに対して，鹿児島中央警察署からワイヤー

錠の贈呈があり，天文館対策官の古市警視が， 

「みなさんで防犯意識を高

め，『自転車盗難防止宣言』

を実践してください」と話

されました。 

5 月定期考査 (5 月 18 日～20 日) 

今年度初めての定期考査が行われました(1 年生は

19 日・20 日)。考査前，放課後の教室や学習室では試

験勉強に取り組む生徒の姿が数多く見られました。 

PTA 総会 (5 月 20 日) 

考査期間中の午後，PTA

総会・学級 PTA が行われ

ました。ご多用の中，多く

の保護者の方々に出席して

いただき，ありがとうござ

いました。 

花園に花苗の植え付け (5 月 25 日) 

中庭の花園の模様替えです。各クラスで花園の土を

耕し，生徒と職員で花の苗

を植え付けました。 

苗はマツバボタン，ペチ

ュニア，マリーゴールド，

メランポジウムの 4 種類。

これから初秋まで中庭を彩ります。 

０限読書 (5 月 24 日～28 日) 

考査終了の翌日から，1･2 年生は 0 限読書を行いま

した。 

0 限読書は，読書の習慣

を身につけ，読書に対する

意欲を高めることなどを目

的に，考査終了後の 1 週間，

0 限の時間を利用して行われます。生徒は持参した小

説や評論などの文庫本・単行本に集中しています。監

督の先生も生徒と一緒に読書をします。 

http://kagchuo.seesaa.net/article/149774387.html
http://kagchuo.seesaa.net/article/149877810.html
http://kagchuo.seesaa.net/article/150191389.html
http://kagchuo.seesaa.net/article/150512907.html
http://kagchuo.seesaa.net/article/151074286.html
http://kagchuo.seesaa.net/article/151073060.html


教育実習始まる (5 月 24 日) 

教育実習が始まり

ました。実習生代表が

｢短い期間ではありま

すが，一生懸命頑張り

ます｣とあいさつしま

した。 

PTA 二次総会 (5 月 27 日) 

今月 20 日の PTA 総会に出席できなかった方を

対象に，PTA 二次総会を開催しました。 

本総会での協議内

容と決議事項の説明

のあと，生徒指導，進

路指導，教務の各部担

当者が学校の近況を

説明しました。 

団訓 (5 月 28 日) 

今年度 1 回目の団訓が行われました。(本校では

団体訓練のことを，通

称「団訓」と呼んでい

ます) 

集合状態も良好。ベ

ルと同時に更衣から

始まる団訓を，1 年生は初めて体験しました。 

音楽部・合唱部定期演奏会 (5 月 30 日) 

音楽部・合唱部の第 31 回定期演奏会が宝山ホー

ルで行われました。 

コンクール課題曲

のほか，スティールバ

ンドやポップスメド

レーなど，趣向を凝ら

した盛りだくさんの

演奏に会場からは大

きな拍手とともに温

かい声援をいただき

ました。 

多くの皆様にご来

場いただきました。ありがとうございました。 

中中央央魂魂  ＜５月の部活動＞ 

水泳部 (県春季大会) 

 200m個人メドレー２位 岩川朋之(２年) 

サッカー部 (県大会) 

 ４回戦進出ならず 

バドミントン部 (県大会) 

 男子団体 ベスト１６  女子団体 ベスト８ 

ラグビー部 (県大会) 

 ベスト８進出ならず (鹿屋高校との合同チーム) 

卓球部 (県大会) 

 男子団体 ベスト１６  女子団体 ２回戦進出ならず 

テニス部 (県大会) 

 男子団体 ２位 九州大会(長崎)へ 

 シングルス 優勝 

林 裕一郎(３年) 九州大会(長崎)・全国大会(沖縄)へ 

  ダブルス ２位 

   林 裕一郎(３年)・松永慶太(３年) 九州大会(長崎)へ 

 女子団体 ３位 

 シングルス ベスト８ 東郷真奈(３年) 

 ダブルス ベスト８ 東郷真奈(３年)・新村友梨(２年) 

ソフトテニス部 (県大会) 

 男子団体 ４回戦進出ならず 

 男子個人 ４回戦進出 德村豪泰(２年)・濱田悠平(２年) 

バレーボール部 (県大会) 

 男子 ２回戦進出ならず  女子 ３回戦進出ならず 

バスケットボール部 (県大会) 

 男子 ベスト８  女子 ベスト１６ 

陸上競技部 (県大会) 

 入賞ならず 

書道部 (鹿児島地区揮毫大会) 

 創作部門 優秀賞  野村由季(３年) 田中恵理(３年) 

音楽部・合唱部  県高校音楽祭参加 

【６月のおもな行事予定】 

５日(土)  好学(1･2年) 進研模試(3年マーク 6日まで) 

７日(月) 全校朝礼 生徒会役員認証式 

１１日(金) 団訓(第2回) 

１４日(月) 全校朝礼 

１６日(水) 芸術鑑賞教室(午後 宝山ホール) 

１９日(土) 好学 ダンス部FINAL 

２１日(月) 学年別朝礼  

２２日(火) 3年進路講演会 

２３日(水) 3年小論文講演会 

２５日(金) 団訓(第3回) 

２８日(月) 全校朝礼 

 

http://kagchuo.seesaa.net/article/150929379.html
http://kagchuo.seesaa.net/article/151281164.html
http://kagchuo.seesaa.net/article/151380478.html

