一学期クラスマッチ

を１つ１つのプレーに込めまし

エリザベス先生、ありがとう

ならず，加世田高校の生徒のために，様々なこと
に一生懸命取り組んでくださいました。今後は、
会に必ず参加することになって
います︒南さつま警察署交通安

されました︒２・３年生の単車
通学生は︑年に１回のこの講習

了後︑加世田自動車学校におい
て二輪車安全運転講習会が実施

７月３日︵火︶︑期末考査終

二輪車安全運転講習会

交通安全への誓い

平成21年８月より加世田高校にALTとして勤務してくださったエリザベス・
レフェイバー先生が，７月をもって任期満了によ
り退職されることになりました。英語の指導のみ
全課の方から︑﹁原付に乗ると

す。
○ 加世田高校での思い出を教えてください

Thank you for the wonderful memories. I enjoyed each sport's day and
school festival. Walking the halls and speaking to you each day is my

favorite memory. I loved going to soccer game and baseball
games. Cheering you on was always so fun and you always looked so cool.
Also, thank you for cleaning time. I looked forward to it everyday.
ムなど実技講習を受けました︒
ブレーキは４本の指でしっかり

動車学校の先生方に法規走行や
平均台走行︑急制動︑スラロー

話をしていただきました︒その
後︑班ごとに分かれ︑加世田自

先であるという意識をもたず︑
安全確保に努めましょう﹂とお

バイクに乗ってください︒そし
て︑交差点付近では︑自分が優

いうことは︑責任を伴うという
ことであり︑その自覚をもって

母国アメリカで大学院に進学し，国際教育学の勉
強をされるそうです。益々のご活躍をお祈りしま

と握ることや︑自転車とは異な

記念品贈呈
Study your English!! Enjoy school life
because before you know it you will be an
加世田高校の生徒へ一言

adult. You are wonderful kids so just be
yourselves and keep smiling.

I will always remember you so please don't
forget me.

に生徒・職員が一丸となって︑
努めていきましょう︒

交通社会人として︑道路状況に
応じた安全な走行ができるよう

今後も︑バイクによる交通事
故の危険性や重大性を認識し︑

通安全に対する意識も高まった
ようです︒

る上での知識や技能を再確認す
ることができました︒生徒の交

り原付では︑前ブレーキも強く
かけることなど︑安全に運転す

Kaseda High School fighting.

闘志みなぎる熱戦

７月 日 水
( ︶全校生徒によ
る１学期クラスマッチが行われ
ました︒競技種目は︑男子はソ
フトボール・サッカー・バスケッ
トボール︑女子はフットサル・
バレー︒不安定な天気の中での
クラスマッチでしたが︑体育の
授業等で練習した成果を存分に

姿をみることができました︒
１年生は初めてのクラスマッ
た︒
どのクラスも︑大きな声援に

発揮し︑伸び伸びとプレーする

チ︒２・３年の先輩の姿に圧倒
されながらも︑一致団結し一生
包まれ︑加世田高校が活気付い
た一日となりました︒クラスマッ
チを通して︑またクラスや学年
での団結力も高まったのではな

懸命戦いました︒真新しいオリ
ジナル シャツをまとった２年

生︒部活動や体育の授業で培っ
た体力で勝ち進みました︒最後

合成績は次のとおりです︒
サッカー
３の３

２の２
３の３

ソフトボール
３の５
バスケットボール ３の２

３の１

フットサル
バレーボール
総合成績
一位

２の２
３の３
３の２

★８月の行事予定★

２︵木︶夏季前期補講終了 ２(年 )
３︵金︶中学生体験入学
４︵土︶鹿大オープンキャンパス
九大オープンキャンパス

６︵月︶夏季前期補講終了 ３(年 )
合同ＬＨＲ ３(年 )
３学年
進学講演会
︵水︶熊大オープンキャンパス
︵木︶鹿大オープンキャンパス
︵金︶熊大オープンキャンパス
︵金︶夏季後期補講開始
︵土︶全統記述模試︵３年︶
︵日︶全統記述模試 ３(年 )
︵日︶部活動中止
︵火︶夏季後期補講終了
︵水︶課題考査 １(・２年︶
実力考査 ３(年 )
︵木︶課題考査 １(・２年︶
実力考査 ３(年 )
おうちの日
単車通学許可会

★９月当初の行事予定★

１︵土︶県民大学
３︵月︶始業式 ＬＨＲ
①②③の授業
大掃除 服装容儀検査
４︵火︶朝補講開始

８︵土︶創立 周年記念体育祭
９︵日︶体育祭予備日
︵月︶振替休日
︵火︶合同
︵３年︶
︵水︶統一
︵３年センター︶
合同
︵一年文理選択︶

︵行事予定は変更されることもあります︶

事故違反０を目指して

午後は天気も回復！！
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樗に宿る百年の 光〜永遠につなごう我らが 思い〜
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のクラスマッチとなる３年生は︑ いかと思います︒
クラスマッチにかける熱い思い
各種目の優勝クラスおよび総

暑さに負けない熱い戦い

○

平成２４年７月３１日発行
加世田高校だより「あふち」
第４号
平成２４年度

