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日中は春の気配が見え始めた２月。３年生はそれぞ

れの進路目標実現に向け，最後の頑張りを見せていま

す。１・２年生は学年末考査に全力で取り組みました。

今月の学校の様子をお伝えします。 

第 2 回学校保健委員会  (2 月 2 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に開かれるも

ので，今年度 2 回目です。 

校長のあいさつのあと，体力テストや環境衛生

検査結果などについて協議が行われました。また，

保健委員会の活動報告として，今年度の文化祭で

研究発表した｢色がヒ

トに及ぼす効果｣につ

いて発表の一部を紹

介しました。 

学校医等からは，感

染症の予防等につい

て指導助言がありました。  

団訓  (2 月 4 日) 

今年度最後の団訓

が行われました。 

集合状態もよく，元

気なかけ声でグラウ

ンドを走りました。 

推薦入学者選抜  (2 月 8 日) 

平成 23 年度推薦入学者

選抜が県教育委員会の定め

る期日にしたがって行われ

ました。 

受検生は，作文や面接・

実技に取り組みました。 

校内弁論大会本選 (2 月 9 日) 

1･2 年生による校内弁

論大会の本選が行われま

した。弁論を行ったのは

先日の予選を通過した 8

人です。(1 年生 4 人・2

年生 4 人) 

規定時間は 4 分以上 5

分以内。審査の観点は，

｢主題の選び方｣｢論旨の

明解さ・説得力｣｢表現・

構成｣｢声(大きさ・抑揚)｣

｢態度(姿勢・視線)｣の 5 つです。  

生徒たちは様々な視点から自分の考えを述べる弁

士の発表に真剣に聴き入っていました。 

審査の結果，最優秀賞に鶴田音緒さん(1 年 4 組 ｢明

日も生きる｣)，優秀賞に樋口智哉さん(2 年 2 組 ｢子ど

もの幸せ｣)，内村直人さん(2 年 3 組 ｢存在意義｣)が選

ばれ表彰されました。 

また，審査集計の時間

に，今年度の県英語弁

論・スキット大会に出場

した生徒の発表も行われ

ました。 

3 年生が消費者教育教室 (2 月 14 日) 

3 年生の合同 LHR で｢消費者教育教室｣が行われま

した。司法書士の方を講師に迎え，クレジットカード

によるトラブルやマルチ

商法など，若者が陥りや

すい消費生活の落とし穴

について，わかりやすく

話をしていただきまし

た。 4 月から新生活が始

まる 3 年生。講師の話に真剣に聴き入っていました。 
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学年末考査 (2 月 16 日～21 日) 

学年末考査が行わ

れました。 

放課後の学習室や

職員室前廊下では試

験勉強に取り組む生

徒の姿が見られまし

た。1 年間の学習の成果が表れたようです。 

薬物乱用防止教室 (2 月 23 日) 

2 年生の LHR で｢薬物乱用防止教室｣が行われま

した。 

学校薬剤師の田中

淳仁先生を講師に迎

え，薬物乱用とは何

か，その恐さや実態，

対処法についてビデ

オ上映を交えて講話をしていただきました。 

生徒たちは，メモをとりながら真剣に話を聴い

ていました。  

クラスマッチ (2 月 24 日・25 日) 

2 日間にわたり，ク

ラスマッチが行われ

ました。 

クラスの団結と勝

利を目指して，グラ

ウンドや体育館など

に生徒たちの元気な

声が響きました。 

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 2年 1組  2位 2年 7組  3位  2年 4組  

バスケットボール 男子 2年 3組 女子 1年 7組  

バレーボール 男子 2年 2組 女子 2年 6組 

卓球 男子 1年 8組 女子 2年 1組 

ソフトテニス 男子 1年 8組 女子 2年 7組 

バドミントン 男子 1年 6組 女子 2年 7組 

サッカー 男子 2年 4組 女子 2年 6組 

百人一首 2年 1組 

同窓会入会式 (2 月 28 日) 

3 年生の同窓会入会式が行われました。 

はじめに同窓会長が｢一年一年を大切に，中央高校

で学んだことを活かして

素晴らしい人生を歩んで

下さい｣とあいさつ。卒業

生代表は｢先輩方の姿に

学び，『鹿児島中央高校』

の名に恥じぬよう努力し

て参ります｣と決意を語りました。 

このあと，同窓会役員と 46 期生幹事が紹介されま

した。 

中中央央魂魂  ＜２月の部活動＞ 

陸上競技部 (県新人駅伝大会)  ２０位 躍進賞 

ソフトテニス部 (県春季大会) 

  ４回戦進出 横山大樹(２年)・德村豪泰(２年) 

  ３回戦進出 濱田悠平(２年)・川口昂希(１年) 

卓球部 (県春季大会) 

 男子ダブルス３回戦進出 

佐々木大地(２年)・迫田一城(１年) 

男子シングルス３回戦進出 

濱崎広大(２年) 佐々木大地(２年)  迫田一城(１年) 

女子シングルス３回戦進出 

 小村愛美(２年) 栗脇佑花(２年) 

バスケットボール部(鹿児島市青少年の翼) 

  長沙市・上海市派遣 (高校生バスケットボール交流) 

  山口健人(２年)  平川慎之介(２年) 

演劇部 (冬季県大会) 優良賞 

音楽部・合唱部 (鹿児島地区高校音楽祭参加) 

書き損じはがき 440 枚集まる 
生徒会は，タイやラオスの子どもたちの

就学支援のためのボランティア活動とし

て，1月から 2月 18日まで書き損じはがき

を集めてきました。 

期間中に集まったはがきは 440 枚。郵便

局で切手に交換したあと，協力団体を通し

て現地の子どもたちの支援に役立てられます。多くの生徒，

保護者の皆様にご協力いただきました。ありがとうござい

ました。 

【３月のおもな行事予定】 

 １日(火) 第46回卒業式 

 ２日(水) 1年進路講演会 2年合同LHR 

３日(木)学校関係者評価委員会 

５日(土) 好学 2年小論文模試(午後) 

８日(火) 高校入試(～9日) 

生徒自宅学習(～14日) 

１６日(水) 先輩と語る会 

２５日(木) 大掃除  終業式  写真撮影 

２８日(月) 離任式 
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