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三綱領 自主 好学 敬愛 
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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師走に入り，寒さも一段と厳しくなってきました。

大学入試センター試験まで残り１か月をきり，3 年生

は受験勉強に最後の頑張りを見せています。1･2 年生

も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。 

性教育講演会 (12 月 1 日) 

1･2 年生を対象に

した｢性教育講演会｣

が行われました。 

佐賀県 DV 総合対

策センター所長の原

健一氏を講師に迎え，

自他の性を理解し互いに尊重し合うパートナーシ

ップとはどういうことかについて，デート DV の

実態やその対処法を交え講話をしていただきまし

た。生徒たちは真剣に話を聴いていました。  

  12 月定期考査 (12 月 2 日～7 日) 

2 年生は 2 日から，1 年生は 3 日から定期考査が

行われました。放課後

の職員室前廊下や学

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。 

3 年生進路検討会 (12 月 3 日～7 日) 

3 年生の進路検討会が行われました。 

この会は， 1 月の

センター試験に向け

て，先生方が生徒一人

ひとりの現段階での

学力や志望校の合格

可能性を客観的に 

把握し，進路志望の実現に向けて必要な手だてや情報

を確認するために行われるものです。これまでの模試

や校内実力考査の成績データをもとに 3日間かけて検

討を行いました。 

なお，3 年生の進路検討会は，来年 1 月のセンター

試験後にも行われます。 

三者・二者面談 (12 月 8 日～28 日) 

1･3 年生は三者面談，2 年生は二者面談が行われま

した。 

1 年生は次年度の文理

コース選択について，2 年

生は 1 年後の受験に向け

た学習への取組みについ

て，3 年生はセンター試験

後の出願校に関する話題が中心になりました。 

  国内体験学習の写真展示 (12 月 8 日～14 日) 

先月行われた 2年生国内体験学習の様子を撮影した

写真が物理実験室に展示されました。 

生徒たちは昼休み時間

や放課後に実験室を訪

れ，1 枚 1 枚写真を見ては

体験学習の思い出や学ん

だことについて語り合っ

ていました。  

本校公式ブログ 総アクセス数が35万件を超える 

2006年 5月に本校公式ブログをスタートしてから 4年 6

か月が経過。2010年 12月 1日に

総アクセス数が 35万件を超えま

した。 

これからも学校の情報や日常

の様子など，積極的な情報発信

に努めてまいります。 

今後も鹿児島中央高校公式ブ

ログをよろしくお願いいたします。 
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赤い羽根共同募金 (12 月 14 日～20 日) 

毎年 10 月から 12 月まで行われる「赤い羽根共

同募金」。本校内で

は今月 14 日から 20

日までを集中運動期

間とし，募金活動を

行いました。 

期間中，生徒会本

部と会計委員，ボランティアスタッフが協力して

募金への協力呼びかけや募金箱の回収などを行い

合計で 25,663 円の募金が集まりました。ご協力あ

りがとうございました。 

3 年生合同 LHR (12 月 22 日) 

3 年生の合同ロン

グホームルームが行

われました。内容は

センター試験受験上

の注意。生徒たちは

進路指導部の先生の

話を真剣に聴いていました。 

ミニミニ中庭コンサート (12 月 22 日) 

今年度 3 回目のミニミニ中庭コンサート。合唱

部が｢鴎(かもめ)｣，音

楽部がサックス四重

奏で｢グリムの古

城｣，ダンス部をバッ

クに全員演奏で｢恋

人たちのクリスマス｣を披露しました。 

心地よいリズムとメロディーが中庭に響き，心

休まるひとときになりました。 

  全校集会 (12 月 24 日) 

年内の授業も 24 日まで。大掃除のあと，全校集

会が行われました。 

講話の中で校長

は，｢先の見えない不

透明な時代だからこ

そ，高い志を掲げ，

積極的に自分の人生

を切り拓いていこう｣と話しました。  

中中央央魂魂  ＜１２月の部活動＞ 

バスケットボール部 

市大会  男子 ２位   女子 ２回戦進出ならず 

マストカップ  男子１位リーグ優勝 

剣道部 (県新人大会) 

 男子 ２回戦進出ならず  女子 ３回戦進出ならず 

弓道部 (県大会) 

 男子 決勝リーグ進出ならず 女子 決勝リーグ進出ならず 

ダンス部 県学校ダンス発表会参加(12月16日) 

音楽部(アンサンブルコンテスト県大会) 

 銀賞 

合唱部(ヴォーカル・アンサンブルコンテスト県大会) 

 銀賞 

美術部 (県高校美術展) 

 洋画部門 秀作賞 山崎颯稀(１年)   

書道部 

県高校書道展 

高書研賞 馬場莉美(２年)  北方裕美子(１年)＊ 

秀作賞 徳田朱華(２年) 徳田里奈(１年) 

     山本大空(１年) 

県高校揮毫大会 

高書研賞 北方裕美子(１年)＊ 

 ＊は九州大会(平成23年6月・熊本県)へ 

化学部写真班 (県高校写真展) 

 写真専門部賞 鶴野あゆみ(１年)＊ 

 特選 里村志津香(１年) 濱田祐哉(１年) 

 入選 川﨑有紗(１年) 有本愛梨花(１年) 

    松元萌水(１年) 

   ＊は九州大会(平成23年6月・熊本県)へ 

放送部 

 アジア国際子ども映画祭INいぶすき 

子ども審査優秀賞『伝えたい想い』 

 九州高校放送コンテスト九州大会(熊本市) 

  朗読部門 優良賞 濵田紗矢香(２年) ＊ 

  テレビ番組部門 決勝進出ならず 

ラジオ番組部門 決勝進出ならず 

   ＊は全国高校総合文化祭(平成23年8月･福島県)へ 

生物部 

全国ＳＳＨコンソーシアムによる｢ダイコン多様性研究｣に関する研究会 

  ポスター発表部門 奨励賞 

【１月のおもな行事予定】 

 ４日(火) 冬季特別指導(7日まで) ３年合格祈願 

１１日(火) 後期後半開始 全校朝礼 

１２日(水) 実力考査(1･2年 13日まで) 

１３日(木) ２年進路講演会 

１４日(金) ４６期生激励会 ３年センター会場下見 

１５日(土) 大学入試センター試験(16日まで) 

１７日(月) 学年別朝礼  センター試験自己採点 

２１日(金) 団訓(第9回) 

２２日(土) 進研模試(1･2年 2年は23日まで) 
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