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秋晴れの心地よい季節になりました。10 月から後

期に入り，生徒たちは勉強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。 

後期始業式 (10 月 1 日) 

後期が始まりました。式辞の中で校長は，｢夢を

実現するには，あきら

めないこと。深く思う

ことが大切。自分は何

をしたいのか，どうす

れば実現できるのか

をじっくり考えよう｣

と話しました。 

職員研修(人権同和教育) (10 月 4 日) 

人権同和教育に関する職員研修を行いました。 

テーマは｢同和問題 

これからの課題｣。同

和対策事業特別措置

法(1969 年～2002 年)

によって，同和対策の

何が変わって何が変

わらなかったのかをビデオ視聴や意見交換を通し

て考えました。 

  卒業アルバムの制作進む (10 月 6 日) 

3 年生(46 期生)の卒業アルバム制作も着々と進

んでいます。 

この日はクラスの

アルバム委員が集ま

り，学校行事のページ

に掲載されるスナッ

プ写真をチェックし

ました。 

団訓 (10 月 8 日) 

3 年生が団訓に参加す

るのはこの日が最後。集

合状態も良く，元気なか

け声でグラウンドを走り

ました。終了の合図とと

もに恒例の｢帽子投げ｣を行いました。 

10 月定期考査 (10 月 12 日～15 日) 

12 日から 10 月定期考

査が行われました(1 年生

は 13 日から)。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。  

国内体験学習の事前学習 (10 月 19 日) 

朝日子(総合的な学習)

の時間に，2 年生が国内体

験学習(11月15日～3泊4

日)の事前学習会を行いま

した。 

本校は 2 年次に，関西

方面(奈良・京都・大阪)を探訪する体験学習を実施し

ています。きょうの会では，地歴科の先生が京都や奈

良の歴史について講義しました。生徒たちはメモをと

りながら真剣に聴いていました。 
 

11 月 1～7 日は｢朝日子教育週間｣ 

県教育委員会は，毎年 11 月 1～7 日を｢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

業や部活動を公開します。 

公開授業：期間中の 9:45～15:25 (各教室) 

部活動公開：期間中の 16:30～17:30 (各活動場所) 

多数のみなさまのご来校をお待ちしております。 
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桜島一周遠行 (10 月 22 日) 

1･2 年生が桜島一周遠行を行いました。 

桜島一周遠行は昭和48年から始まった本校の伝

統行事。7 時 55 分，

桜島補助体育館前を2

年 1 組からクラス順

に 1 分おきにスター

ト。チェックポイント

の黒神中学校を経て

袴腰を目指します。 

天候にも恵まれ，ほ

とんどの生徒が無事

に約 37 ㎞を制限時間

(男子 7 時間・女子 8

時間)内に完走歩することができました。 

休憩所の設置や交通指導など，地域の皆様・PTA

母の部会をはじめ，多くの方々にご支援をいただ

きました。ありがとうございました。 

高校総文祭交流フェスタ開催(10 月 26 日) 

県高校総合文化祭交流フェスタが宝山ホールで

行われました。 

今回は本校を大会

事務局とする鹿児島

C グループが運営を

担当。開会式典のあ

と，演劇，郷土芸能，放送の各専門部が日頃の活

動の成果を発表しました。 

フィナーレでは，鹿児島 C グループ吹奏楽団(鹿

児島中央・鹿児島玉龍・鹿児島工業)が合同演奏を

披露。全体合唱のあと，次年度事務局の鹿屋女子

高校へ県高文連旗が

手渡され，交流フェス

タが終了しました。 

また，午前中には初

めての試みとなるパ

レードが天文館地区で行われ，多くの方々から温

かい声援をいただきました。このほか，宝山ホー

ルロビーでは書道や美術，写真等の展示の他，呈

茶も行われ，多くの方々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  ＜１０月の部活動等＞ 

野球部 (九州地区高校野球県予選大会) 

 ３回戦進出ならず 

バレーボール部 (鹿児島市高校新人大会) 

 男子 決勝トーナメント２回戦進出ならず 

 女子 決勝トーナメント進出ならず 

弓道部 (県高校新人大会) 

 男子 決勝リーグ進出ならず 

女子 決勝リーグ進出ならず 

卓球部 (全九州高校新人卓球県予選大会) 

 男子 決勝トーナメント進出ならず 

女子 決勝トーナメント進出ならず 

     女子シングルス３位 小村愛美(２年) 

ソフトテニス部 (鹿児島市大会) 

 ２位チームトーナメント 準優勝 

テニス部 (県高校新人大会) 

 男子 団体２位 ※九州大会へ(11月・佐賀) 

  個人シングルス 

ベスト８ 大迫優真(２年) 北島裕紀(１年) 

ベスト１６ 坂口大河(２年) 

  個人ダブルス 

   ベスト８ 大迫優真(２年)・北島裕紀(１年) 

        秋山裕介(２年)・藤崎智史(２年) 

        寺師史晃(２年)・下村太一(２年) 

 女子 団体３位 ※九州大会へ(11月・佐賀) 

  個人シングルス 

   ３位 新村友梨(２年) 

   ベスト１６ 岡村すみれ(１年) 

  個人ダブルス 

   ベスト８ 新村友梨(２年)・岡村すみれ(１年) 

水泳部 (全九州高校新人水泳競技大会・大分) 

 決勝進出ならず  

バスケットボール部 (全国選抜優勝大会県予選大会) 

 男子 ベスト８ 

女子 ３回戦進出ならず 

陸上部 (県高校新人大会)  

入賞ならず 

剣道部 (鹿児島市大会) 

 男子 決勝トーナメント進出ならず 

 女子 決勝トーナメント２回戦進出ならず 

ラグビー部 (県予選大会) 

 ３回戦進出ならず (鶴丸高校との合同チーム) 

演劇部 (県高校演劇祭 鹿児島市地区大会)  

優秀賞 ※県大会へ 

放送部 (アジア国際子ども映画祭 九州ブロック大会) 

 南九州市教育委員会賞 ※本選へ(12月 指宿) 

茶道部  県高校茶道発表会(県民交流センター)参加 

新聞委員会 第58回学校新聞コンクール ２席 

【１１月のおもな行事予定】 

 ２日(火) 生徒会総会 

１０日(水) 生徒会本部役員改選 

１５日(月) ３年卒業考査(16日まで) 

２年国内体験学習(18日まで) 

１６日(火)１年好学舎 

２２日(月) 防火防災訓練 

２４日(水)ミニミニ中庭コンサート 
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