春の鹿児島に遊ぶ
一日遠足
４月 日︵金︶︑２・３年生
は一日遠足に出かけました︒

一 人の 人間 とし ての 成 長を

２年生は黎明館を見学し︑鹿
児島の地理や歴史︑文化に触れ
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加世田高校へ ！

★５月の行事予定★

１︵火︶安全の日・生徒総会

役員改選公示

本年度の人事異動で︑加世田 ２︵水︶金曜校時

入学許可の後︑校長式辞では
﹁学校は勉強するところである

式が執り行われ︑ 名の新入生
が加世田高校生として新たな第
一歩を踏み出しました︒

生徒会長の是枝大地くんと新入
生代表の下園理恵さんとの挨拶

く宣誓しました︒
校歌紹介の後の対面式では︑

ぞれの目標達成のため精一杯努
力することを誓います﹂と力強

んが︑﹁加世田高校生としての
自覚を深め︑校則を守り︑それ

題のホワイトタイガーをはじめ︑
午後は雨天のため︑２・３年
動物の 生 生とも体育館でのレクレーショ

の生徒たちで賑わっていました︒ や職業に対する意識も新たにし
３年生は平川動物公園へ︒話 たようです︒

示の中でも特に郷土の伝統の遊
びを体験するコーナーは︑多く

ることで︑郷土への理解を深め
ることができました︒多様な展

秋葉 裕士︵保健体育︶
中森 香︵家庭︶

田代 貴之︵数学︶
鶴田 真之︵理科︶

小林 純士︵地歴公民︶
米満 初美︵数学︶

の目も 輝
いてい ま

きる展 示
に︑生 徒
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態を間 近
に感じ る

した︒

然の豊かさを味わいながら︑級
友との絆を感じる一日となりま

ソフトバレー大会で大いに盛り
上がりました︒歴史や文化︑自

大会で︑３年生はクラス対抗の

ンとなりましたが︑２年生はク
ラス別・男女別のドッジボール

山口 義孝︵事務︶

濵﨑 聡子︵事務︶
前田 千尋︵事務︶

避難訓練

災害時の危機意識を

東 亜紀子︵進路︶

した︒ ま

９︵水︶春季地区大会

︵木︶通学指導①

④⑤⑥⑦の

分授業

朝補講本日まで ３(年︶
︵金︶通学指導②・ ＰＴＡ総会

︵月︶中間考査①

︵火︶中間考査②

︵水︶中間考査③・部活動再開

服装容儀検査
ＰＴＡ専門委員会

︵木︶朝補講再開

︵土︶日新ゼミ︵全︶

教育実習︵〜

・〜

︶

︵月︶全校朝礼・おうちの日

金環日食観測会

︵ 〜朝補講中止︶
︵火︶①②③④⑤の 分授業

ていただき︑地震が発生した想
定で避難訓練が行われました︒

生徒会役員改選 ６(限︶
︵水︶文化祭オーディション

おうちの日予備日

︵木︶尿検査二次

生徒専門委員会

︵金︶尿検査二次

教育実習進路ガイダンス

︵月︶全校朝礼

︵火︶木曜校時

︵水︶ＰＴＡ総会報告の会

防災についての意識を高めるこ
との重要性についてお話してい

られました︒

がいつ起こるか分からない現在︑
訓練の大切さを改めて考えさせ

単車通学許可会

︵木︶火曜校時

ただきました︒命に関わる災害

場合の避難場所を家族で確認し
合ったりすることなど普段から

際の場面で必要なことや︑今回
の訓練を機に︑災害が起こった

ただ机に隠れるだけでなくしっ
かりと机の脚を握ることなど実

避難口を確保するなど︑整然と
行動しました︒また講話では︑

生徒たちは︑地震発生の放送
後︑机の下に隠れ︑ドアを開け

４月 日︵月︶︑南薩地区消
防組合から２名の講師の方に来

８︵火︶春季地区大会

高校に赴任された先生方を紹介
ＰＴＡ運営委員会・評議委員会
します︒百周年を迎える本校の ５︵土︶吹奏楽部定期演奏会
新たな力となって活躍して下さ ７︵月︶学年朝礼・ 部活動中止
朝補講本日まで １(・２年︶
ることでしょう︒

という自覚を持ち︑何事にも挑
戦する気持ちで学習や部活動に
が交わされ︑加世田高校生徒会

回入学式

励み︑一人の人間としての成長
として心を一つに学校生活に臨
むことを確かめ合いました︒

第

につながる自立への道を歩いて
ほしい﹂と述べられました︒ま
百周年という記念すべき年の
新入生︒これまでの加世田高校
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今村 成弘︵校長︶
本田 真己︵国語︶

た︑ＰＴＡ会長の末永俊浩さん
からも﹁勉強に部活動にがむしゃ
の伝統を引き継ぎ︑新たな発展
を担う者として︑一人ひとりが
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４月９日︵月︶︑第 回入学

らに取り組む中で︑知性と品性
を有する加世田高校生となり︑

文武両道を実現し︑自らの将来
を切り開けるよう︑仲間ととも
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た︑リャマの餌やりや飼育員の
方々の仕事ぶりを通して︑動物

社会に出る準備をしてほしい﹂
という新入生への期待と激励の

高校生活を学ぼう〜宿泊研修

11

動物がすぐそばに！

に成長してほしいと思います︒
あふちのもとで頑張れ若人！
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http://www.edu.pref.kagoshima.jp/sh/kaseda/

記念式典は１１月１ ７日（土）で す。

加世田高校は今年で百周年！
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言葉をいただきました︒そして
新入生を代表して種子田勇樹く

４ 月12・13日， １年生 は南 薩少年 自然
の家 で，新 たな 仲間 と共 に１泊 ２日 の宿
泊研 修をし まし た。 入学 式が終 わっ て３
日目 ，初め は皆 緊張 して いるよ うで はあ
りま したが ，ク ラス 全員 での長 縄飛 びや
ドッ ジボー ルを する 中で ，息を 合わ せた
り応 援しあ った りし て， リラッ クス した
楽し い時間 を過 ごし て親 睦を深 めま した。
また ，集団 生活 での ５分 前行動 や加 世田
高校での 生活や
学習面で の研修
など，高 校生活
について も理解
が深まっ たよう
です。
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