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梅雨明けを待ちかねていたかのように厳しい暑さ

が続いた７月。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。 

 

7 月定期考査 (7 月 1 日～6 日) 

定期考査が行われま

した。考査一週間前か

ら，放課後の学習室で

はテスト勉強に取り組

む生徒の姿が数多く見

られました。 

下宿生集会 (7 月 1 日) 

下宿生集会が開かれました。この会は，親元を

離れて生活している下宿生が，不安を抱えること

なく充実した学校生活

を送れるよう指導する

ために毎年行われてい

ます。 

係の先生の話のあ

と，下宿をしている 3

年生から 1 年生へのアドバイスがありました。3

年生の男子生徒は，｢下宿生活は大変な部分もある

けれど自立心を養うことができます。計画を立て

て自分なりに工夫しよう｣と語りました。 

3 学年進路講演会・学年 PTA (7 月 5 日) 

3 学年保護者対象の進路講演会と 3 学年 PTA が

行われました。 

講演会の講師は河合

塾の原庸雄さん。2010

年度入試までの流れや

保護者として気をつけ

なければならないこと

について事例を交えて話していただきました。 

3 学年 PTA では学年の現状報告のあと，  

生徒たちの健康管理や進路希望実現に向けた取り組

みについて養護教諭と進路指導部，生徒指導部が話を

しました。 

3 年生が卒業アルバムの写真撮影 (7 月 6 日) 

考査終了後，3 年

生全員が中庭で卒

業アルバム用の写

真を撮影しました。 

中庭での集合写

真は 26期生(平成 3

年 3 月卒業)から始

まったもので，アルバムの最後のページを飾る 1 枚で

す。夏空の下，3 年生の元気な姿がカメラに収められ

ました。 

クラスマッチ (7 月 13・14 日) 

クラスマッチが行われ

ました。 

途中激しい雨も降りま

したが，各種目で無事日

程を終了しました。この 2

日間でクラスの団結と学

校全体の親睦が一段と深

まったようです。 

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  3年 4組 2位 3年 8組 3位 3年 3組  

バスケットボール 男子 2年 6組 女子 3年 7組  

バレーボール 男子 2年 4組 女子 3年 3組  

卓球 男子 3年 2組 女子 2年 1組  

ソフトテニス 男子 2年 7組 女子 3年 8組・1年 8組  

バドミントン 男子 3年 8組 女子 3年 7組  

サッカー 男子 3年 4組 女子 3年 3組 

百人一首 2年 1組  

http://kagchuo.seesaa.net/article/154961327.html
http://kagchuo.seesaa.net/article/155072655.html
http://kagchuo.seesaa.net/article/155506848.html
http://kagchuo.seesaa.net/article/155599278.html
http://kagchuo.seesaa.net/article/156245922.html


PTA 研修視察 (7 月 13 日) 

PTA 研修視察が行われました。この視察は，最

近の大学の状況を把握し，生徒たちの進路選択に

役立てることをねらい

としたもので毎年実施

しています。 

今回は保護者 63 名，

教員 3 名が九州大学を

訪問。大学の概要や入

試状況等について説明を受けました。詳細は PTA

新聞で報告する予定です。 

特別授業 (7 月 16 日～30 日) 

16 日から 30 日まで特別授業を行いました。 

高校の裁量で夏休みなど長期休業日を最大で 10

日間短縮できるよう県立高校学則が変更されたこ

とから，本校では一昨年から授業時数を確保し，

より一層の学力の定着を図るため，夏休みを短縮

し授業を行っています。1 年は 4 時間，2 年は 5 時

間，3 年は 6 時間の授業を行いました。 

三者面談 (7 月 20 日～30 日) 

20 日から全学年で三者面談が行われました。(3

年は 8 月 3 日まで) 

1･2 年生は家庭での

学習の様子，3 年生は

進路目標実現に向けた

学習の話題が多いよう

です。 

学校保健委員会 (7 月 22 日) 

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とするもの

で，毎学期１回開かれ

ます。 

学校長のあいさつの

あと，健康診断結果や

環境衛生検査結果など

について協議が行われ

ました。学校医等からは，紫外線対策や子宮けい

がん予防ワクチン推奨などについて指導助言があ

りました。 

中学生体験入学 (7 月 28 日) 

中学生体験入学が行われました。参加したのは本校

に入学を希望する中学 3

年生 700 人余り。生徒会

長挨拶，学校紹介ビデオ

視聴のあと，班ごとに分

かれて授業や校内施設

を見学しました。 

休憩をはさんで，合唱

部・音楽部が校歌と愛好

歌を披露。また，生徒会

本部役員の生徒たちは

本校を題材にしたクイ

ズで学校生活を紹介し

ました。その後，部活動紹介ビデオを視聴。本校の歴

史と伝統，学校生活を興味深く学んだ｢体験入学｣とな

ったようです。 

中中央央魂魂  ＜７月の部活動＞ 

野球部 (県大会) 

 ３回戦進出ならず 

テニス部 (全九州ジュニア大会・沖縄) 

 シングルス４位 林 裕一郎(３年)  

全国ジュニア大会・大阪へ  

水泳部 (九州大会・沖縄) 

 岩川朋之(２年) 200m個人メドレー 2分19秒79 

         400m個人メドレー 4分53秒79 

            インターハイ出場権獲得ならず 

放送部 (NHK杯全国大会・東京) 

 アナウンス・テレビドキュメント・ラジオドキュメント部門 

              準決勝進出ならず 

 校内放送研究発表部門 研究奨励 

合唱部 (県合唱フェスティバル) 

 銅賞 県合唱連盟理事長賞 

音楽部 (県吹奏楽コンクール) 

 銀賞 

【８月のおもな行事予定】 

２日(月) ３年夏季特別指導(～5日)  

２年学部学科研究会  

  ５日(木) ３年小論文模試 

 ８日(日) 鹿児島中央高校同窓会総会 

１７日(火) 夏季特別指導(～23日・全学年) 

２１日(土) 学研ハイレベル模試(2年希望者) 

２５日(水) 実力考査(～26日) 

３０日(月) 全校朝礼 

 

http://kagchuo.seesaa.net/article/156245776.html
http://kagchuo.seesaa.net/article/156523592.html
http://kagchuo.seesaa.net/article/157019578.html
http://kagchuo.seesaa.net/article/157119544.html
http://kagchuo.seesaa.net/article/157714892.html

