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後期後半スタート［1 月 8 日 (木)］

三綱領 自主 好学 敬愛
五条目 志操は高く，品格ある青年学徒たれ
易きにつかず，学道に専心せよ
共励切磋，和して同ずるなかれ
自主自律，責任を完遂せよ
積極敢為，自ら運命を開拓せよ
〒892-0846 鹿児島市加治屋町10 番1 号
℡099-226-1574 Fax 099-223-2409
http://www.edu.pref.kagoshima.jp/sh/chuo/index.html

第５回ミニミニ中庭コンサート
(３年生激励コンサート)［1 月15 日 (木)］

年末年始の
冬季課外を終
え，後期後半が
始まりました。
１・２年生は
第 4 回実力考査
で幕を明けま
した。３年生は，センター試験までいよいよ 10 日を
切り，最後の追い込みと最終調整に入っている段階
です。平成 27 年も鹿児島中央高校をよろしくお願い
いたします。

50 期生センター試験激励会[1 月 14 日 (水)］
7 限目に全
校生徒が体育
館に集合し，
センター試験
激励会を行い
ました。

毎年，セン
ター試験直前
に 3 年生を応
援する意味で，
生徒会の企画
として応援団，
書道部がパフ
ォーマンスを
行い，健闘を
祈っています。現生徒会長が激励の言葉を，前生徒
会長がお礼の言葉をそれぞれ述べました。
今年度のセンター試験は，1 月 17 日(土)と 18 日
(日)の二日間行われます。3 年生の受験生それぞれ
が，持てる力を全て発揮し，夢に一歩近づくことを期
待しています。

センター試験激励会に引き続き，3 年生激励コン
サートと題して，音楽部とダンス部と書道部による
中庭コンサートが行われました。曲は，
「にじいろ」
と「ＧＵＴＳ！」の 2 曲。ダンス部が一緒に踊り，
同時に書道部が書いた横断幕も掲げられました。3
年生の窓からは，受験勉強を少し休み，多くの生徒
が鑑賞してい
ました。前日の
雨も上がり，夕
方には美しい
虹も見られ，良
いことがあり
そうな予感で
す。センター試
験に向けて 3 年
生の最後の調整が続きます。

３年センター試験会場下見[1 月 16 日 (金)]
いよいよ，センター試験前日となりました。４限
目に３年生全員を講堂に集めて，最終注意と下見に
ついての説明を行いました。
体育祭で 3 年生の応援団長を務めた生徒の掛け声
で，
「50 期生頑張ろう！」と全員で声を上げました。
昼食，清掃を終えた後，各自会場に向けて出発し
ました。今年度は受験科目の組み合わせ毎に分かれ
た９会場での受験となります。
（鹿児島大学郡元キャ
ンパスの，法文学部，教育学部，理工系学部，農学
部。桜ヶ丘キャンパスの，医学部，歯学部。下荒田
の水産学部。志學館大学。県立短大。）

第 9 回団訓 [1 月 16 日 (金)]
１・２年生は，
授業終了後団訓を
行いました。３ヶ
月前から１・２年
生だけの団訓とな
っています。この
日は，３年生がセ
ンター試験の会場
の下見を行ってい
る中での団訓でした。
１・２年生だけの団訓になり，
当初は３年生に比べて足並みの揃い方が不十分でし
たが，本日はかなり良くなっていました。また，２
年生のクラスの中には冬場の気合い入れか，全員夏
の体育服で参加したクラスもあり，お陰で引き締ま
った団訓となりました。

大学入試センター試験終了[1 月 19 日(月)]
1 月 17 日
〜18 日の二
日間，大学
入試センタ
ー試験が行
われました。
本校生も一
生懸命試験
に臨み，無
事日程を終了しました。
翌 19 日の午前中に生徒は自己採点を行い，自分の
得点を確認しました。４限目の合同 LHR では，2 次
試験対策の進め方や特別時間割等について確認し，
学年主任や進路主任が「平常心で，目標に向かって
進みましょう」と話しました。
ここからが本番です。
中央高校 50 期生は更に頑張ってくれることと信じ
ています。

任が新課程入試に対応するための心構えを話し，そ
の後，国語，数学，英語，理科，地歴・公民の各担
当者が，これから大学入試に向けてどのように学習
に取り組んでいけばよいのかについて具体的な助言
を行いました。生徒達は，もう受験生であるという
面持ちで真剣に耳を傾け，メモをとっていました。

相互授業参観[1 月 23 日(金)]
本校では，
職員
間の相互授業参
観を行っていま
す。今回は１年生
の音楽の授業の
様子です。
バイオ
リンの演奏で，
表
現力を高めるこ
とを目的とした授業展開でした。授業力向上を目指
して，この取組はこれからも続きます。

第 10 回団訓 [1 月 23 日 (金)]
１・２年生は団訓
を行いました。比較
的暖かな気温で，穏
やかな団訓でした。
前回半袖の夏の体
育服で揃えたクラ
スは，今回も気合を
入れ，半袖で頑張り
ました。今年度も残り数か月になり，団訓のクラス
の足並みも整ってきたようです。このように周りと
歩調を合わせる訓練を繰り返すことで，生徒たちが
心身ともに強く成長することを願っています。
2 月・3 月の主な行事予定
2 月 2 日(月) 全校朝礼
4 日(木) 推薦・帰国生徒等入学者選抜
7 日(土) 好学⑥

２年生進路講演会[1 月 21 日(水)]

10 日(火) 中央高校交流記念日(交流会議

於

薩摩

中央高校)

２年生は
７時間目に
進路講演会
を実施しま
した。３年
生のセンタ
ー試験受験
の様子を写
真で見た後，
進路指導主

12 日(木) 弁論大会
13 日(金) 団訓⑪
14 日(土)〜15 日(日)進研早期対策マーク模試(2 年)
16 日(月) 学年別朝礼
18 日(水)ストレスマネジメント講演会(1・2 年)
19 日(木)〜24 日(火) 学年末考査(1・2 年)
23 日(月) ３年特別授業終了
25 日(水) 国公立大学前期日程試験
27 日(金) 同窓会入会式・卒業式予行
28 日(土) スタディサポート(1・2 年)
3 月 2 日(月) 第 50 回卒業式

