や おみ く じ

ど の物 品 バ
ザ ー︑ 射 的

刻む︑思い出の一ページ
〜創立百周年記念文化祭〜

６月８日︵金︶︑９日︵土︶
の２日間︑創立百周年記念文化

行いました︒台本や演出︑小道
具など︑全て生徒たち自らが手

高校生活最後の文化祭となっ
た３年生は︑クラスごとに劇を

ふれる２日間となりました︒

曜日開催︒多くの方々に御来場
いただき︑学校全体に活気があ

合唱・器楽演奏︑吹奏楽部の演
奏や書道部のパフォーマンス︑

深まったことと思います︒
舞台では︑音楽選択者による

ラス全員が協力して準備に取り
組み︑また一段とクラスの絆が

の映像などを各教室に展示しま
した︒限られた時間の中で︑ク

は展示を行いました︒加世田高
校の模型や実写版パラパラ漫画

初めての文化祭となる１年生

を凝らし︑お客様に満足してい
ただけるよう奮闘しました︒

ということで︑加世田高校の歩
みがわかる同窓会コーナーや︑

くれました︒
さらに今年は創立百周年記念

や団体が日頃の取組の成果を発
表し︑文化の祭典に花を添えて

習の発表や︑図書委員会の古本
市など︑多くの文化系の部活動

庭クラブに
よる調べ学

ミニ科学館
に加え︑家

行︑天文同
好会による

の文芸誌発

の放課後学習が始まりました︒
授業終了後の１時間もしくは２

よろしくお願いいたします︒

り御礼申し上げます︒今後も各
行事における御理解と御協力を

の保護者の方々︑地域の方々に
御協力をいただきました︒心よ

来ることでしょう︒
文化祭の開催にあたり︑多く

と思います︒この最高の思い出
を︑仲間と振り返る日がいつか

いと思います︒

れの進路目標実現に
向け︑努力してほし

課後学習の中で︑仲間と励まし
合いながら︑それぞ

受験は自分との闘いで︑くじ
けそうになったり︑孤独に思う

なく﹃今﹄﹂という５つの標語
が選ばれました︒

走り続けろ 未来に向かって﹂
﹁﹃いつか﹄﹃そのうち﹄じゃ

まで﹂﹁﹃なりたい自分﹄にな
る日まで・・・﹂﹁迷いはない

理 想の自 分へ 手を伸 ばせ﹂
﹁過信せず 挑み続ける 最後

することの大切さ︑素晴らしさ︑
放課後学習の標語を３年生全
難しさを生徒たちは感じたこと 員が考え︑今年は﹁一年後の

日︵月︶から︑３年生

がんばれ受験生！

てがんばる仲間がいます︒受験
は団体戦︒加世田高校伝統の放

こともあるかもしれません︒し
かし︑周りには共に夢に向かっ

放課後学習スタート！

６月

★７月行事予定★

２︵月︶期末考査③

服装容儀検査

３︵火︶期末考査④

二輪車 安全運転講習会

４︵水︶朝補講再開

分授業 ×
６限
５︵木︶ 分授業 ×
６限
６︵金︶ 分授業
７︵土︶進研記述模試︵全︶
８︵日︶進研記述模試︵３年︶
第１回英検︵２次︶
９︵月︶全校朝礼・おうちの日
三者面談開始
︵水︶おうちの日予備日
︵金︶クラスマッチ
朝補講中止
雨天時水曜校時
︵土︶日新ゼミ︵全︶
小論文模試︵３年︶
︵火︶①⑤⑥④②③の授業
︵水︶クラスマッチ予備日
︵木︶朝補講本日まで
︵金︶終業式
⑤⑥⑦の３限授業
大掃除・合同ＬＨＲ
単車通学許可会
︵土︶大学別模試︵３年︶
︵月︶夏季前期補講開始︵全︶
︵金︶大学出張講義
︵火︶夏季前期補講終了 ︵１年︶

http://www.edu.pref.kagoshima.jp/sh/kaseda/

平成２４年は加世田高校創立10 0周年！

祭が開催されました︒今回のテー

がけ︑場面転換の合間にはＣＭ
のパロディー映像を流すなど︑

そして︑個人参加によるマリン
バ演奏︑バンド︑コント︑ダン

ＰＴＡバザー︑全校生徒による
モザイクアートの展示や職員バ

時間︑各教科の課題に取り組む
自学自習の時間によって︑学力

駒水・松木・ 金氣(1 ‐2 )・吉嶺(1 ‐4)
：女子4 0 0ｍメド レーリ レー

マは﹁一世紀の歩み〜 memorial な どの 催 し
〜﹂︒例年は平日２日間の 物 など ︑ 各
days
開催でしたが︑今年度は金・土 ク ラス 趣 向

至るところに観衆を惹きつける
工夫がされており︑会場を大い

スなどが披露されました︒
また︑美術部や書道部︑芸術

ンドなど︑新たな試みも数多く
行われました︒中でもＰＴＡバ

はもとより︑受験を乗り切る強

20 0 ｍ個人メド レー

い精神力を養うことが目的です︒

に盛り上げてくれました︒
２年生は︑バザーを行いまし

選択 者の 作品
の展 示や ︑茶

ザーは︑商品をお買い求めにな
るお客様で教室がいっぱいにな

20 0 ｍ背泳ぎ

文化祭を通して︑仲間と協力

た︒カレーや焼きそばなどの食
物バザーや︑飲み物やアイスな

道部 によ る野
点︑ 放送 部の

るほどの大盛況でした︒

松木朱音(1 -2 )：1 00 ｍ平泳ぎ

45 45 45

駒水里菜(1 -2 )：1 00 ｍ背泳ぎ

ようこそ先輩！〜教育実習〜

自主 制作 ドラ
マの 放映 ︑文

祝！九州大会出場〜水泳部〜

５月末か ら２週間 または３週 間の日程 で、教育
実習が行わ れました 。今年度は ９名の卒 業生が、
教科指導、 担当クラ スでのＨＲ や清掃、 そして文
化祭の準備 等を通し て生徒との 交流を深 めました。
実習期間 中に行わ れた「あふ ち学」（ 総合的な
学習の時間 ）では、 実習生によ る進路ガ イダンス
が開かれ、 実習生た ちは高校時 代の思い 出やそれ
ぞれが専攻 している 大学の学問 などにつ いて紹介
してくれま した。ま た、「毎日 継続して 勉強する
こと」「大 学に入っ て何がやり たいのか を自分で
しっかり考 えること 」「大学に 入ること がゴール
ではないこ と」など 後輩たちへ 熱いメッ セージを
残してくれ ました。 実習生の話 はとても 印象深く、
生徒たちが 今後の学 校生活を送 る上でい いアドバ
イスになったことと思います。
実習の終 わりには 、担当のク ラスの生 徒から感
謝の言葉や 花束をプ レゼントさ れた実習 生。それ
ぞれが実習 を終えた 達成感や充 実感を感 じていた
ようです。
今、 教職に 就くこ とは狭 き門か もしれ ません。
しかし 、教職 に就く ことを 簡単に あきら めてほ
しく あ り ま せ ん。 何 年 後 か はわ か り ま せ んが
「加世 田高校 魂」を 次の世 代へ「 教育」 という
形で受け継いでくれるものと期待しています。
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