感謝と希望を胸に羽ばたく
第 回卒業式

爽やかな春の香りに包まれて︑ の言葉を述べられ︑また︑ＰＴ
平成 年３月１日︵金︶︑加世 Ａ 会 長 の 瀬 戸 辰 徳 さ ん は ︑

クラスマッチ

クラスの絆が深まった

３月 日︵金︶︑今年度最後の

地さんが指揮を取り︑卒業生全
員で︑保護者・後輩・先生方に

しました︒厳粛な式が終わると︑ 日を待っています︒これからの
現在の学級で参加する最後の
三年間応援団長を務めた是枝大 彼らの活躍に大いに期待します︒ 行事ということもあり︑どのチー

間を思いやるプレーも見受けら
れ︑級友との絆を深めることが

できました︒各競技の決勝戦終

了後には︑エキシビジョンマッ
チとして︑優勝したチームと職

員チームとの夢の一戦が展開さ
れました︒教室や授業では決し

て見ることができない先生たち
の白熱したプレーに︑惜しみな

い応援の声が掛けられました︒
各競技の優勝チームと総合成

績は︑次の通りです︒
男子バレーボール ２︱２Ａ

★４月当初の行事予定★

８︵月︶新任式・始業式

９︵火︶入学式

２年課題考査

３年実力考査

写真撮影︵２年︶

︵水︶新入生テスト

２年課題考査

３年実力考査

写真撮影︵３年︶

単車通学許可会

分授業

︵木︶生徒代議員会

朝自習開始︵１年︶

︵金︶

朝補講開始︵２・３年︶

身体測定︵３・４限︶

部活動紹介︵７限︶

︵土︶ スタディーサポート︵１年︶

)

︵月︶朝補講開始︵１年︶

避難訓練︵７限
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に退場していきました︒
卒業式後は︑保護者を交えて
各クラスで最後のＬＨＲが行わ
れ︑担任の先生から一人ずつ卒
業証書が手渡されました︒卒業
生は︑保護者・クラスメイト・

先生方にそれぞれの思いを語り︑ クラスマッチが行われました︒
最後の時間を大切に過ごしてい 春を感じさせるポカポカ陽気の

感謝の言葉を贈り︑続いて﹁い
ざはばたかん﹂が斉唱されまし

中︑男子はバレーボールとサッ
カー︑女子はバレーボールとフッ

来賓・保護者の方々をお迎えし︑ を実現させて欲しい﹂﹁笑顔で
卒業生１７６名は学び舎を後に あいさつをするよう心がけて欲

田高等学校第 回卒業式が厳か
に執り行われました︒多くのご

しい﹂﹁ごみを捨てないで欲し
い﹂と励ましの言葉や社会生活

た︒会場にいる誰もが大きな感

ました︒
﹁樗の下に集え若人﹂いつの

しました︒
担任の先生方に先導され︑力
を送る上で大切なことを述べら

動に包まれ︑卒業生は涙ながら

され︑記念品の贈呈を卒業生の
井上のぞみさんが行いました︒

強く入場する卒業生︒担任の先
れ︑他にも来賓の皆様から温か
いお祝いや激励の言葉をいただ

トサルの競技において熱戦を展
開しました︒

生による呼名のもと卒業生は威
勢良く返事をし︑卒業証書が授
きました︒
在校生送辞では代表の松野下

日か︑加世田高校ＯＢとして成
長した姿で樗の下に帰って来る

与されました︒その光景は︑３
年間の高校生活を通して勉学や
花帆さんが﹁記念行事等の先輩
方の立派な姿に︑母校の伝統を

卒 業式の最 後には ︑全員 で
﹁旅立ちの日に﹂と校歌を斉唱

部活動に励み︑さまざまなこと
を乗り越えてきたという自負や

受け継ぐ者としての自覚と責任
を新たにし︑先輩方と共に過ご

﹁﹃笑顔＋前向きな態度 ×
本気
度﹄により幸運をつかみ取り夢

成長を感じさせるものでした︒
式辞では校長先生が﹁夢を持

した時間はかけがえのない宝物
です﹂と心を込めて述べました︒

ムも一丸となって熱心に競技に
取り組む姿が見られました︒仲

ち未来への挑戦をして欲しい﹂
﹁学び続ける人であって欲しい﹂

２ー３
２︱２

女子バレーボール ２︱４
男子サッカー
２︱１

女子フットサル
総合優勝

１６：３５（２台）

合格おめでとう!!
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また︑卒業生の是枝大地さんは
﹁私の前を行くお父さんの背中
と︑後ろからそっと後押しして
くれるお母さんの手があったか
らこそ︑不安やプレッシャーを
乗り越えてここまでこれた﹂と
両親に胸にあふれる感謝の意を
表し︑先生方や友人︑後輩たち

４月９日（火)
７：４０（３台）

が 国公立大学に合格！!
詳細は裏面をご覧ください。
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にも尽きない感謝の言葉を述べ
ました︒それから︑保護者代表

１３：０５（２台）

本校卒業生８９名
（過年度卒１０名を含む）

卒業生退場

４月８日（月）
７：４０（３台）
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（３月２９日現在）

恒例の合唱
「いざはばたかん」
３月18日（月），国公立大学入学試験の前期日程で合格
をした卒業生 10人を迎えて 「合格体験を 聴く会」が開か れ,
先輩方は，自分たちの体験を熱く語ってくれました。
受験勉強する上で大切なことと して，「集中して勉強す
ること」「上手く息抜きすること」「小テストや課題といっ
た日頃の取組をおろそかにしない こと」「体調管理に気を
つけること」等が挙げられました 。後輩へのメッセージと
して,「高い目標 を持って,自 分で自分の可能性を決めつけ
ず,最後まで 諦めずに 努力する こと」「 感謝の気 持ちを持
って，後 悔のな いように 真面目に コツコ ツと励む こと」
等の言 葉が 掛け られま した 。
在校生にとって ,これ までの学習の
あり 方を 見つ め直す 絶好 の機 会と
なり まし た。 気 持ち を新 たに 努力
し， 夢の 実現 に 向け ての 一歩 を踏
み出 し ,卒業 生 に続 い て欲 しいと
思います。
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として大坪美穂さんが挨拶をな

先輩から後輩へ〜合格体験を聴く会〜

枕崎バス案内

平成２４年度合格速報
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﹁﹃人との出会い﹄を大切にし
て欲しい﹂と卒業生にはなむけ

クラス代表
卒業証書授与
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３月２９日発行
平成２５年
加世田高校だより「あふち」
第１２号
平成２４年度

３ 月 日︵木︶︑ 春空の
下ク ラスマッチが行わ れま
した ︒どのクラスも競 技や
応援 に一丸となって取 り組
む姿 が見られ︑級友と の絆
を深 める素晴らしい日 にな
りました︒
各 競技の結果と総合 成績
は次の通りです︒
ソフ トボ ール １位 ２ ‑
４
サッカー １位 １ ３‑Ａ
バスケットボール １位 ２
１‑
バレ ーボ ール １位 ２ ‑

３月２９日発行
平成２５年
フッ トサ ル １ 位 １ ２
‑
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総合優勝 ２ １‑・１ ２‑

Ａ
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