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五条目 志操は高く、品格ある青年学徒たれ 

易きにつかず、学道に専心せよ 
共励切磋、和して同ずるなかれ 
自主自律、責任を完遂せよ 
積極敢為、自ら運命を開拓せよ 
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落ち葉の季節となりました。冬の訪れをひかえ，生

徒たちは勉強や課外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。 

朝日子教育週間 (11 月 1 日～7 日) 

県教育委員会は，毎年 11 月 1 日から 7 日までを

｢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

会としています。本校でもこの期間を｢朝日子教育

週間｣と定め，授業や部活動の公開を行いました。

多くの保護者・一般の方々が来校されました。あ

りがとうございました。 

生徒会総会 (11 月 2 日) 

生徒会総会が行わ

れました。前期活動報

告のあとの協議では，

生徒会役員選挙制度

の見直しや週番引継

会の改善について意

見を交換しました。 

学校関係者評価委員会 (11 月 8 日) 

今年度 2 回目の学校関係者評価委員会が行われ

ました。 

今回は，学校概況説

明のあと，今年度本校

が取り組んでいる重

点項目について前期

の取り組み状況を各

部担当者が説明。質疑応答では，委員の方々から

示唆に富んだご意見をいただきました。 

生徒会本部役員改選 (11 月 10 日) 

生徒会本部役員改選のための立会演説会と投票

が行われました。演説会ではそれぞれの立候補者 

が，学校生活をより充実

させるための公約を語り

ました。その後各教室で

投票が行われました。 

 

2 年生国内体験学習 (11 月 15 日～18 日) 

2年生が関西方面を探訪する体験学習(3泊4日)を行

いました。 

大学訪問や奈良散策，

京都・大阪での自主研修

などを通して，様々なも

のを学びました。 

 

同窓生 3 人が母校で講演 (11 月 16 日) 

1 年生を対象に同窓生による講演会を行いました。 

この講演会は，各界で活躍する同窓生のものの見方

や考え方・生き方に触れることにより，自分や自分を

取り巻く社会を見つめ，主体的に人生を切り開こうと

する姿勢を育成するとと

もに，中央生としての誇

りを育むことを目的に行

われる取組です。本校で

はこれを｢好学舎｣と名付

け，今年で 3 回目を迎え

ます。 

今回の講師は湯田雄一

さん(10 期)，鉾立由紀さ

ん(25 期)，橘徹平さん(34

期)の 3 人。1 人 30 分間

の講演のあと，｢積極敢為 自ら運命を開拓せよ｣をテ

ーマに，｢一流とは｣｢夢を見つけるために｣などの質問

を題材にしてディスカッションを行いました。 

生徒たちは，各界の第一線で活躍されている先輩方

の話に真剣に聴き入っていました。 
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防火防災避難訓練 (11 月 22 日) 

今年度 2 回目の防火防災避難訓練が行われまし

た。今回は火災による

避難を想定した訓練

を予定していました

が，雨天のため体育館

で自然災害に関する

ビデオ番組を視聴し

ました。また，分遣隊の方から避難に関する講話

がありました。 

人権同和教育統一 LHR (11 月 24 日) 

1･2年生が統一LHR でいじめ問題について考え

ました。 

今回のテーマは｢ケ

ータイ・ネット社会と

人権｣。｢思い｣を交わ

すコミュニケーショ

ンの在り方とは何か

を問いかけるビデオ作品を体育館で視聴したあ

と，自分の考えをまとめ，感想文を書きました。 

生徒会本部役員認証式 (11 月 29 日) 

今月10日に行われた生徒会本部役員改選で選出

された新役員の認証式が行われ，新役員となった

12 人に任命書が手渡

されました。 

新生徒会長の西川

優亮さん(2 年)は，｢行

事や学校生活が円滑

に進むよう生徒会役

員全員で努力していきます。ご協力よろしくお願

いします｣と挨拶しました。 

花園に花苗の植え付け (11 月 30 日) 

中庭の花園も模様

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。苗はパ

ンジー，ペチュニア，

ノースポール。これから春先まで中庭を彩ります。  

中中央央魂魂  ＜１１月の部活動等＞ 

バドミントン部 (県高校新人大会)  

  男子団体 ３回戦進出ならず 

女子団体 ベスト８ 

 ハンドボール部(南九州高校ハンドボール大会県予選) 

  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 

 サッカー部 (全国高校サッカー大会県予選) 

  ２回戦進出ならず 

 バレーボール部 (全国高校選手権県予選) 

  男子 ３回戦進出ならず 

女子 ２回戦進出ならず 

 卓球部 (県高校新人大会) 

  男子団体 ベスト１６   女子団体 ベスト８ 

 ソフトテニス部 (県高校新人大会) 

  男子団体 ３回戦進出ならず 

   個人４回戦進出  地下智隆(１年)・山下賢剛(１年) 

 テニス部 (九州大会・佐賀) 

  男子Aブロック(各県1・2位校) 

   本戦１回戦 鹿児島中央1－4 折尾愛真(福岡) 

   敗者戦１回戦 鹿児島中央 3－1 第二(熊本) 

      ２回戦  鹿児島中央 0－3 鳳凰(鹿児島) 

  女子Bブロック(各県3位校) 

   予選 ２勝１敗 

   本戦 鹿児島中央３－１コザ(沖縄)  総合３位 

 弓道部 (鹿児島市秋季大会) 

  男子団体 ３位 

   男子個人 優勝 赤木健太(１年) 

  女子団体 入賞ならず 

   女子個人 ２位 藤田果歩(２年) 

 ダンス部 鹿児島市ダンス発表会参加(11月18日) 

演劇部 (県高校演劇祭県大会) 

 優良賞 

放送部 (九州高校放送コンテスト県予選) 

 朗読部門 優秀賞 濵田紗矢香(２年)＊ 

 テレビ番組部門 優秀賞『ラガーマン』＊ 

 ラジオ番組部門 優秀賞『居場所』＊ 

          ＊は九州大会へ(12月 熊本市) 

生物部 県高校理科研究発表会参加(11月5日) 

家庭クラブ 県高校家庭クラブ研究発表大会参加 

(11月5日) 

【１２月のおもな行事予定】 

 ２日(木) 12月定期考査(1･2年/1年は3日から) (7日まで) 

 ４日(土) 好学(3年) 

８日(水) 三者面談(～28日/1･3年) 二者面談(～28日/2年) 

１１日(土) 好学(1･2年) 

１７日(金) 団訓 

１８日(土) 好学(3年)  

２２日(火) ミニミニ中庭コンサート 

２４日(木) 大掃除 全校集会 LHR 

２７日(月) 冬季特別指導(年内は28日まで) 
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