
時間をどう使っていくか

校長 勝田 隆志

新春を迎え、保護者や地域の皆様におかれましては、ますます
ご健勝のこととお喜び申し上げます。本年も、生徒・教職員が一
丸となって本校の発展のために努めてまいりますので、ご支援・
ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
つい先日、さあ新学期が始まったと思いきや、早くも１月が終

わろうとしています。まさに“行く月”だと感じます。校内実力
テスト（３年）、高校の出前授業（２年）、鹿児島学習定着度調査
（１・２年）、中学校入学説明会（新１年）、私立高校入試（３年）
など、３学期の学校生活が軌道に乗り始めました。３年生の皆さ
んは志望校に無事に合格できるよう願っています。始業式で生徒
たちには、今学期は学年のまとめをするとともに、４月からの新
しいステージに向けた準備をする『０学期』であると話しました
が、各学年にとって１年を締めくくる大切な学期が始まっていま
す。これまでの自分の姿を振り返り、自身の頑張りや成長を確認
するとともに、特に学習面ではやり残していることを今のうちに
しっかりと復習し定着を図る学期です。「こんな自分になりたい」
「これを頑張りたい」など、各自の新年の決意が達成されるよう、
一日一日を大切に、そして積極果敢に取り組んでほしいと願って
います。
考えてみてください。私たちの行動は全て、自分の心（頭）で

判断し、決定して、体を動かします。人は、何かをするのもやら
ないのも、全て自分で決めているのです。家族や先生、友人など
から促された時も、動くか動かないかは結局は自分が決めていま
す。そう考えると、自分の気持ち一つで自分の行動はどうにでも
変わることが分かります。今の生活をより良く変えるのも自分の
心次第です。これから先の自分の未来を決めるのも、今の私たち
自身の心なのです。
「お金のルール（天野敦之著）」という本の中で、「人生におい

て最も大きな財産は時間である。時間はお金では買えない。時間
なんていくらでもあると思っていたら大間違い。」と記されていま
す。この本を読んで、人生（＝時間）には限りがあることを理解
し、限られた時間の中で価値を生み出すことを考えて行動すれば、
後の豊かな人生に繋がっていくのだと、改めて気づくことができ
ました。生徒の皆さん、今の学年が終わるまでの残りの時間や３
年間の中学校生活の残りの時間をどう使っていくかを考えること
から始めましょう。日々の生活を更に充実させるためのヒントに
なればと思います。

１月 25 日（水） 入試【鹿児島実業】

26 日（木） 市移動博物館（ 2 年生参加） PTA 理事会
27 日（金） 入試【樟南】６校時：戦争体験読み聞かせ会

28 日（土） 入試【情報】

30 日（月） いじめアンケート実施

31 日（火） 生徒会専門部会

２月４日（土） 志学教室 県 PTA 活動研究委嘱公開
９日（木） 授業参観・学級 PTA（紙面：第 3 回学校保健委員会）

14 日（火） ３校 PTA（会場：通山小）
15 日（水） 学年末テスト１日目（全学年）

16 日（木） 学年末テスト２日目（全学年）

17 日（金） 学年末テスト３日目（全学年）

22 日（水） 第６回学校運営協議会（ 10:20 ～ 11:50）
PTA 役員推薦候補者による話合（ 19:00 ～ 19:30）
地区別総会（ 19:30 ～ 20:30 予定）

28 日（火） 生徒会専門部会

３月２日（木） 公立高校入試１日目 1･2 年実力テスト 1 日目
３日（金） 公立高校入試２日目 1･2 年実力テスト２日目
８日（水） 校内球技大会

９日（木） PTA 理事会（ 19:00 ～ 20:00）
13 日（月） 公立高校入試追試験

14 日（火） 第 76 回卒業式
15 日（水） 公立高校入試合格発表

23 日（水） 小学校卒業式 公立高校二次選抜

24 日（木） 修了式・離任式・大掃除

公立高校二次選抜合格発表

有明中学校 学校だより
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（有明中ｼﾝﾎﾞﾙﾂﾘｰ） 令和４年 １月号

頑張りましたね！！
〈理科は２学期の結果です。〉

【鹿児島県理科作品審査会】 研究記録の部
〔入選〕2A下戸 良佑
【志布志市理科作品審査会】 研究記録の部
〔特選〕3B土橋 さくら 2A下戸 良佑 2B湯川 穂実
〔入選〕2A岩本 瑛太 2A久保田 優愛 2A土橋 ゆめの

2A濱屋 桜羽 2A菅田 拓海 2B原田 美樹奈
2B安川 和祈 2B加世田 莉紗 2B竹井 野乃花
2B今西 彩友華 2B別府 シエル 1A上村 優奈
1A濱田 李曖 1A平川 美佑 1A吉永 結愛
1B上迫 昇太郎 1B篠田 彩香 1B曽原 慎之助
1B宮脇 優希奈

【第11回鹿児島宮崎中学生５０射弓道通信大会】
女子団体 ３位 2B深川 奈々 2A二重 ひなた 2A馬原 琉佳
総合個人 ２位 2B深川 奈々
男子個人 ４位 2B黒 拓真
女子個人 ２位 2B深川 奈々

１年男子個人 ４位 1B岩下 輝哉 ５位 1B林 秀一
【第２回鹿児島県中学生Xmas弓道通信大会】

１年男子団体 準優勝 1B林 秀一 1B濱岡 佳輝 １B岩下 輝哉
１年男子個人 ５位 1B上迫 昇太郎

１月 13日（金）・20日（金）高校出前授業

１月 12日（木）・13日（金）音楽出前授業

１月 19日（木）中学校入学説明会
４月から有明中学

校に入学する小学生
と保護者を対象に入
学説明会を実施しま
した。 当日は，「生
徒会役員による『有
明中学校の１日のソ
シオドラマ』」，「数学
の体験授業」，「生徒
会役員による交流会」
などがあり，堂々と
有明中学校の紹介が
できました。
また，１年生の宮

脇さんと上迫君が中
学校のことについて，
一級上の先輩として
小学生にメッセージ
を送りました。

２年生の総合的な学習の時間（進路学習）で高等学校の出前授業を行いまし
た。志布志高等学校（社会科，国語科），串良商業高等学校（商業科），尚志館
高等学校（医療福祉科），鹿屋中央高等学校（調理コース），曽於高等学校（畜
産食農科，商業科），都城高等学校（福祉科，電気科），都城東高等学校（調理
科，看護科）の先生方や高校生が来校してくださり，11 コースの体験授業を行
いました。生徒達は，真剣に授業を受けていました。１年後の進路選択に活か
してほしいと思います。

１・２年生の音楽の授業で，出前授
業を計画していましたが，講師の先生
のご都合が悪くなり，来校できなくな
りました。しかし，図師先生の指導の
もと，皆，お箏の練習に集中して取り
組みました。
最後は，全員で「さくらさくら」の

演奏をしました。実際に，お箏に触れ
ることができる中学校は県下でも少数
です。この貴重な体験を大切にしてほ
しいですね。

【生徒の感想】〈調理ｺｰｽ〉
・包丁には，色々な種類
があって料理によって包
丁を替えて使うことが分
かりました。分厚いお肉
を焼くときには，弱火で
じっくり焼くことが大切
だと知りました。ハーブ
を使ったり，味付けに赤
ワインを使ったりしたと
ころを見れて良かったで
す。
・今まであまり調理に興
味がなくてたまに手伝い
をするくらいだったけど，
デザートを上手く盛り付
けることができた。
・今回の出前授業で料理
や鹿屋中央高校について
もっと知ってみたいと思
った。


