徒にとって印象深いものになっ

二年生は将来の進路について考
える時期﹂であることや﹁将来

できました︒それぞれ︑﹁高校

２年生修学旅行

﹁出会いの中に学びがある﹂

月 日︵火︶から 日︵金︶
にかけて︑修学旅行が行われま

した︒目的地は東京を中心に︑
横浜や鎌倉にも足をのばしまし
た︒今年度は︑鶴岡八幡宮にて
歴史を学んだり︑スカイツリー
や科学館の見学を通して日本の
工業技術について学んだりしま

修やキャリアガイダンスを通し
て︑自らの未来のことを考える
たようです︒
二日目は︑﹁大学体感プログ

した︒さらに︑東京大学での研

時間もありました︒
一日目は︑空路で東京に向か

ラム﹂と称して︑東京大学の見 の夢は鹿児島に恩返しをするこ
学に行きました︒東京大学では︑ と﹂など我々後輩たちに熱いエー

ベスト８（準々 決勝 加世田 0-7 鹿 児島実業 ）

い︑東芝科学館や東京スカイツ
リーの見学でした︒東京スカイ

全 国高校サ ッカー選手権 鹿児島 県大会 （11 /11〜）

２回戦進 出（２回戦 加 世田 1-2 鶴翔）

２回戦進 出（２回戦 加 世田 24-98 神村 学園）

ことを期待したいものです︒夜
は︑キャリアガイダンスを実施

高いタワーとして︑ギネスブッ 学が実施されました︒このプロ
クにも認定されているそうです︒ グラムでの経験を契機として将
来﹁赤門﹂をくぐる生徒がでる

ばかりでした︒さすがは﹁夢の
国﹂です︒園内がとても美しい

した︒様々なアトラクションや
パレードなど目を奪われるもの

三日目は︑待ちに待ったディ
ズニーリゾートで一日過ごしま

今回の修学旅行で体験した︑
様々な人や地域や施設との出会

と︑学力向上をお祈りしてきた
ことと思います︒

世界一の高さから見る夜景は生

しました︒講師は︑国内外で活
躍してい

状態で保たれていることも︑印
象に残りました︒

いは︑普段体験できない貴重な
体験だったと思います︒この体

をお迎え
して︑た

るお二人
の卒業生

四日目は鎌倉・横浜をめぐり
鹿児島に帰ってきました︒鎌倉

験がこれからの学校生活や進路
選択に生かせることを期待して

団 体（Ｂパ ート）：１回 戦敗退（１回戦 1-2 出水商 業）

います︒

第 63 回 鹿児島 県高校美 術展（12/2 0）

奨 励賞（前田・山口 ），入選（水流・大重 ）

た︒薬物に絶対関わらないとい
う強い意志を持って︑高校卒業

を使い︑薬物に関する知識をわ
かりやすく解説して下さいまし

用防止に関する保健講話が開催
されました︒スライドやビデオ

月 日 火( ︑)加世田保健所
の方を講師にお招きし︑薬物乱

保健講話開催
〜薬物乱用防止〜

女 子団体：決勝 リーグに進 出できず

後も生活してほしいと思います︒

)

おうちの日 １(・２年

)

)

)

)

)

︵月︶全校朝礼 面
･談開始 ︵３年︶

︵火︶木曜校時

︵水︶おうちの日予備日

)

教育教室 ３(年

高校生のための消 費者

︵木︶火曜校時

合同ＬＨＲ ３(年
単車通学許可会

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

★１月の行事予定★

︵日︶休日学習⑤

︵火︶生徒専門委員会

日

︵水︶進路希望調査 １(・２年
南薩地区高校文化祭

作(品展示〜
︵木︶朝補講終了 ３(年︶
激励会

合同ＬＨＲ ３(年 )
︵金︶南薩地区高校文化祭

舞(台発表等
︵土︶センター試験①

︵日︶センター試験②

)

︵月︶センター試験自己採点

ボランティア ２(年

︵火︶特別授業開始 ３(年 )
︵土︶進研記述模試 １(・２年
第３回英検︵１次︶

︵日︶進研記述模試 ︵２年 ︶

)

２︵水︶ センターファイナルテスト︵３年︶
３︵木︶ センターファイナルテスト︵３年︶

４︵金︶冬季補講開始 ３(年

５︵土︶休日学習④

６︵日︶休日学習④・部活動中止

)

８︵火︶始業式・ 大掃除
服装容儀検査・安全の日

①②⑥の３限授業

９︵水︶朝補講開始 ３(年

実力考査① １(・２年︶
︵木︶実力考査② １(・２年︶
単車通学許可会
︵土︶休日学習⑤

10

16 15 13 12

※県 大会出 場
全 国高校サ ッカー選手権 南薩地 区予選

学生との座談会やキャンパス見

東大生と学ぶ
大学体感プログラム
では︑高徳院の本尊である鎌倉
大仏や︑源氏の氏神であった鶴

くさんの
お話を聞
くことが

18

優 秀賞（前野）※九 州大会出 場，秀 作賞（重松 ）

美術

個 人：形 決 勝５位，組手 ３回戦敗 退（相星 ）

空 手 道

14

ツリーの高さは ｍで︑世界一

道

4

平成２４年度 県大会等結果報告
ルをいただきました︒ありがと
うございました︒

弓

12

17

18

21 20 19

26 22

28 27

30 29

31

泳

源氏の氏神〜鶴岡八幡宮〜

ベスト１６（加治佐 ・森 ）
ダブルス

11

岡八幡宮を見学しました︒きっ

東京スカイツ リー＆夜景

男 子団体：決勝リーグに進 出できず

水

県 新人戦
※ 九州大 会出場
個 人： 50m 平泳ぎ １位 （松木 ），100ｍ平 泳ぎ ２位（松木 ）
50m 背泳ぎ １位 （駒水 ），100ｍ背 泳ぎ ３位（駒水 ）
全 九州高等 学校新 人水泳競 技大会 （10 /12〜1 0/14）
個 人： 50m 平泳ぎ 6 位（松木 ），100m 平泳ぎ 14 位 （松 木）
50m 背泳ぎ 17 位 （駒 水），100 m 背泳ぎ 37 位（駒水）

柔

個 人：シングルス ベスト１６（加 治佐）

女子テニス

全 国選抜優 勝大会 鹿児島県 予選（10/1 3）

女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ

全 日本高等 学校バレーボール選 手権大会 県予選 会（11/2〜 ）

女子 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ

vs 鹿水産 5- 0，vs 加 世田常潤 7 -0，v s 頴 娃 2-0，vs 指宿 1-1（PK5 -4）

サッカー

＜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

キ ャリ アガイダンス

男 子個人：2 回 戦敗退 60 kg 級（倉園），73kg 級（井手）

12月から土日を利用
して，３年生の休日学
習が始まりました。
受験本番に向け，いよ
いよラストスパート！
これまでの努力が実を
結ぶよう祈っています。

634

道

休日学習開始

球

２回戦進 出（２回戦 加 世田 0-10 鹿児島 実業）

野

12
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