は２年２組 男
(子 が)予選で新記
録を樹立するなど︑日頃の部活
印象的でした︒
パネルの部では︑各学年のチー

ける熱い想いを胸に︑応援団が
中心となりまとまっている姿が

る喜びを感じたことと思います︒
今後も勉学や部活動で多くの方々

この体育祭を通して︑生徒た
ちは応援する楽しさ︑応援され

回体育祭〜

繋が る心︑深ま る絆
〜創立百周年記念第

９月８日 土
( ︑
)創立百周年記
念第 回体育祭が開催されまし
た︒午前中は時折雨もぱらつく
天候でしたが︑無事すべてのプ
ログラムを予定通り終えること
ができました︒
本校の体育祭は︑競技の部︑
応援の部︑パネルの部︑総合の

部で競われます︒

動の成果をいかんなく発揮して
くれました︒

に応援される加世田高校生を目
指してほしいと思います︒

﹁送迎マナーの向上﹂
を目指して
秋の全国交通安全運動に合わ

much for your kindness in welcomi ng

I have enjoyed all my classes so

far,and sports day was incredible!

You are all such good athletes! The 応援団 was

amazing ‑ thank you for such a cool Japanese experience!

You are such a great group of students and you always make

１年生も優勝こそ逃したもの
の︑随所に光るものを見せてく

指し︑ＰＴＡ役員・校外生活委
員会・職員による立哨指導が行

せ︑９月 ・ ・ 日の三日間︑ しました︒あいにくの天候でし
登校時の送迎マナーの向上を目 たが︑本通りは多くの人で賑わっ

輿パレードでは︑生徒会長の梅

ており︑たくさんの声援と拍手
を頂きました︒なかでも︑大神

れました︒
また今年は︑玉入れへのＯＢ

大神輿パレードに生徒会役員と
１・２年生男子生徒 名が参加

りが開催されました︒本校から
はステージ発表に吹奏楽部が︑

９月 日 土( に)︑南さつま市
加世田のゆめぴか本町通りで︑
南さつまフェスタふるさと総踊

南さつまフェスタ
ふるさと総踊りに参加

me to Kaseda High School.

われました︒生徒の登下校時の
安全確保が第一です︒送迎の際

となりました︒
総合優勝は２年生でした︒

ムカラー︵１年白︑２年赤︑３
年青︶を基調に作製しました︒

もすっかり打ち解けていらっしゃいます。新任のメッセージ
を頂きましたので御紹介します。

応援の部では︑３年生が見事
な演舞を披露し優勝︒競技の部

３ 学年合同の応援演舞
どの作品も甲乙つけがたく︑２
年生と３年生の作品が同点優勝

競技の部では︑２年生が他の
学年を圧倒︒学級対抗リレーで

＜発行者＞
鹿児島県立
加世田高等学校
<所在地＞
〒897‑0003
南さつま市加世田
川畑3200番地

チームの参加や︑綱引きのエキ
シビジョンマッチ︵ＯＢチーム

me laugh (^‑^) I always tell my New Zealand friends and

family about you and they get very jealous of me! I would

love to visit some of your club activities such as music

club,tea ceremony,art club,calligraphy club,broadcasting

club,poem club,astronomy club and of COURSE all the sports

clubs.So please tell me when you have practice and I will

try to watch (^‑^)!

Good Luck for your studies this year,I know you will all do

great,がんばって!

★

月の行事予定★

９︵火︶中間考査①
︵水︶中間考査②

服装容儀検査

︵木︶中間考査③

︵土︶全統記述模試︵３年︶

朝補講再開

㎞遠行︶

︵水︶単車通学許可会

芸術鑑賞会

︵月︶実力考査①
︵火︶実力考査②

県民大学

︵土︶大学別模試︵３年︶

︵金︶部活動中止

︵木︶朝補講本日まで

健康相談︵

︵水︶おうちの日予備日

おうちの日︵１・２年︶

︵日︶全統記述模試︵３年︶

︵火︶生徒専門委員会

のの︑みんなで協力して担ぎあ
げるうちに一体感が生まれ︑終

添えることができました︒

雨にも負けない力強い神輿パレー
ドで︑今年もまつりに賑わいを

わった時にはすがすがしい表情
をみせていました︒降りしきる

︵月︶全校朝礼

︵日︶進研記述模試︵３年︶

第２回英語検定︵一次︶

進研記述模試︵３年︶

︵土︶日新ゼミ︵１・２年︶

生活実態調査︵〜

︵金︶朝補講再開

日︶

創立百周年記念特別講演会

④⑤⑥⑦の授業

朝補講本日まで︵３年︶

５︵金︶通学指導③

４︵木︶通学指導②

センター試験出願

３︵水︶通学指導①

部活動中止

２︵火︶朝補講本日まで ︵１・２年︶

秋季地区大会︵〜７日︶

１︵月︶安全の日

10

︵月︶学年朝礼

たちも神輿を担ぐという初めて
の経験に初めは戸惑っていたも

18

11 10

12

13

22 21 20 16 15 14

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

加世田高校は今年で１００周年！ 記念式典は１１月１ ７日（土）です。

A Mes sag e fro m the Kiwi

木君 ( ‑ を
)頭とし︑﹁そい
やっ﹂という掛け声とともに数
百 もの大神輿を勢いよく担ぎ

35

デュービィエニッツ先生が赴任されました。早速，体育祭
のフォークダンスや綱引きに参加されるなど，生徒たちと
20

24

27 26 25

30 29

31

65

３年生男子︶が行われるなど︑ は︑時間と心にゆとりを持って
創立百周年ならではの試みも行 指定の場所に駐車して下さいま
vs

われ︑大いに盛り上がりました︒ すよう︑よろしくお願いします︒ あげる様子は圧巻でした︒生徒

大神輿パレ ード の様子

８月にＡＬＴとしてニュージーランド出身のアイオナ・
19

38

ようこそ、アイオナ先生
18

22

2
2

65

では２年生に惜しくも及びませ
んでしたが︑最後の体育祭にか

Ｎｏ．１に輝く学年は！？

Hello Everyone! Thank you all so

kg
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