進路意識を高める機会に

輝ける未来の
創造のために
３学年ＰＴＡ・進学講演会

８月６日︵月︶︑３学年ＰＴ

また︑志望校合格のための鉄則
については︑﹁志望理由をはっ

れ３年生！

成長することができます︒自分
を信じて︑目標に向かって頑張

新生徒会役員紹介

きりさせる﹂﹁基礎基本の重視﹂
﹁﹃考える学習﹄の実践﹂﹁模
試の徹底的な活用﹂など具体的
に話してくださいました︒そし

報告と大学進学に関する話があ
り︑受験生としてひたむきに学

受験に向かう中には苦しいこ
ともつらいこともあります︒そ

生徒たちも受験に対する気持ち
を新たにしたようです︒

ほしい﹂と︑３年生を激励して
くださいました︒先生のお話に

会計

書記

加美 翔平︵１の２︶
山之口 明︵２の４︶

揚野 将士︵１の３︶
枦木 佑樹︵２の３︶

会長
梅木 啓孝︵２の２︶
副会長 松野下 花帆 ︵２の４︶

が役員に任命されました︒任期
は８月１日より１年間です︒

Ａと進学講演会が行われました︒ て︑﹁努力は期待を裏切らない︑
５月 日︵火︶に行われた生
３学年ＰＴＡでは３年生の現状 自分の限界を作らずに努力して 徒会役員改選により︑次の７名

習に取り組む子どもたちに対し
て︑保護者・職員が一体となっ

た 人が ︑合
格 を手 にす

その後︑３年生生徒も加わり︑ れでもくじけずに受験生として
鹿児島高等予備校の有馬勉校長 頑 張り 抜い

てサポートしていくことを確認
しました︒

る こと がで

て︑理学や医学︑心理学など各
専門分野の授業を受けました︒

も 名多い合計 名の参加にな
りました︒九州大学は早朝４時
分加世田高校出発︑熊本大学

の更なる発展に︑

★９月の行事予定★

①② ③の 授業 ・服 装容 儀検 査

３︵月︶始業式・ＬＨＲ・大掃除

種目編成確認・係打ち合わせ︵７限︶

２年学年練習︵４〜６限︶

２(〜６限︶

４︵火︶朝補講開始︵全︶
３年学年練習︵２〜４限︶
１年学年練習︵５〜７限︶
５︵水︶月曜校時・健康相談
全体練習︵５〜７限︶

６︵木︶ ③の授業＋体育祭予行

７︵金︶体育祭準備︵５〜７限︶
８︵土︶ 創立 周 年記 念第 回 体育 祭

65

９︵日︶体育祭予備日
︵月︶振替休日
︵火︶合同ＬＨＲ︵３年︶
︵水︶統一ＬＨＲ ︵３年・センター︶
合同ＬＨＲ︵１年・文理︶
︵土︶ 日新ゼミ・小論文模試︵１・２年︶
進研マーク模試︵３年︶
︵日︶進研マーク模試︵３年︶
小論文模試︵３年︶
︵火︶月曜校時・ 分授業
生徒専門委員会
︵水︶教育相談①・ 分授業
統一ＬＨＲ ︵いじめ問題︶

12 11 10

出張講義と鹿大・
熊大・
九大オープンキャンパス

先生による進学講演会が開かれ
ました︒多くの進学指導の経験

きっかけになればと願っています。

７月 日︵金︶に大学出張講

は早朝５時 分出発という強行
日程でしたが︑それぞれの大学

をふまえて︑﹁学習量の不足﹂

体験 入学 後 ，「 加世 田 高校 に 絶対 合 格し たい 」
「これか ら入試に向 けてもっと頑 張っていき たいと

学理系学部 名︑鹿児島大学
名︑熊本大学 名で︑去年より

普段とは違う︑専門性の高い
授業内容に︑最初は戸惑いを感
で詳しい説明を聞き︑最新の施
設を見学し︑キャンパス内の雰

輩たちが やさしく， 雰囲気のいい 学校だと思 った」
といった意見が多く聞かれました。

義が行われました︒ もの大学
から 名の先生方がいらっしゃっ

じていた生徒もだんだん引き込
まれ︑﹁こんなことをテーマに

思う」と いう声もあ り，今回の体 験が，自分 の進路
選択を考 え，受験勉 強へのモチベ ーションを 上げる

坂元 秀彌︵１の５︶
今年創立百周年を迎えた本校

扱っているのか﹂﹁奥が深い﹂

ようです 。感想の中 では，「勉強 だけでなく ，学校
行事や部 活動にも一 生懸命な学校 だと知った 」「先

大 いに努め てく
れ ることで しょ

がある」 といった先 輩たちの声を 聞き，中学 生たち
は加世田 高校に対す るイメージを 膨らませて いった

き ︑困 難に
負 けな い強

を，自分 の出身校の 中学生に紹介 しました。 「先輩
後輩の仲 がよく，学 校の雰囲気が 良い」「宿 題や小
テストが 大変だけど ，勉強に真剣 に取り組む 雰囲気

﹁基礎力不足﹂﹁苦手科目の放
置﹂といった受験に失敗してし

れました。
懇親会 では，在校 生が加世田高 校での生活 の実際

15

22

囲気を味わうことで︑より一層
進学意欲が高まったようです︒

生からは「わかりやすく，面白い授業だった」「もっ
と授業を 受けてみた いと思った」 などの感想 が聞か

など率直な感想が聞かれ︑より
一層大学への興味が深まったよ

ピックの 歴史を学ん だ社会や，日 常会話の表 現方法
を紹介し た英語など ，工夫を凝ら した授業に ，中学

う︒
休憩後 ，各グルー プに分かれて 校内設備を 見学し，
各教室で 20分の授 業を２コマ体 験しました 。オリン

まう原因を教えて下さいました︒ い 人と して

盛り上げ ていくとい う加世田高校 の魅力を多 くの中
学生が感じたようでした。

16

︵木︶教育相談②・ 分授業
︵金︶教育相談③・ 分授業
︵月︶全体朝礼
教育相談④・ 分授業
︵火︶教育相談⑤・ 分授業
︵水︶教育相談⑥・ 分授業
進路希望調査︵全︶

分授業

単車通学許可会

︵金︶教育相談⑦・

行事予定は変更されることもあります

とわ

ももとせ

お うち

この経験が２学期からの学習に
生かされることでしょう︒

され ，近 隣の中 学３ 年生
206 名 と， そ の 保護 者 の

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

樗に宿る百年の 光〜永遠につなごう我らが 思い〜

うです︒
また︑進路を考える機会の一

の後学校 紹介のＤＶ Ｄが放映され ，文化祭や 体育祭
の映像か ら，学校全 体が一致団結 して一つの 行事を

171

８ 月３ 日（金 ）， 中学
生日 帰り 体験入 学が 実施

45
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45 45
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45

是 非 御 来 場 くだ さ い。
温かい御声援を
お願いします。
雨天の場合は９日

つとして︑本年度は九州大学理
系 学部 ８
( 月 ４日 ︑
) 熊本大学

中学生日帰り体験入学
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105
方々が参加しました。
ま ず初 めに， 学校 行事
や部活動 ，進路状況 などについて の説明があ り，そ
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来年は加世田高校生！

11

８日・ 日 ︑)鹿児島大学 ４(
(
日・９日 で
) 開催されたオープ
ンキャンパスに参加しました︒
参加人数はそれぞれ︑九州大

大学の先生と討論！
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創立1 00 周年記念
第6５ 回体育祭の
御案内
９月８日(土)
開会式 ８時４０分〜
閉会式 １５時００分〜
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