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８日（土）の土曜授業を利用して，フリー参観及びＰＴＡ教育講演

会を実施しました。 

フリー参観では教科の授業参観ではなく，本校が取り組んでいる構

成的グループエンカウンターの様子を参観いただきました。11 月に実

施される合唱コンクールへ向けての取組やグループで意見を出し合い

ながら新聞紙を使ってできるだけ高い塔を作り上げる活動などのエク

ササイズを通じて他者とのふれあいや自他発見のきっかけとしまし

た。また，教育講演会では一般社団法人 街のほけん室 ＢＡＰＰＡＮ 

代表理事である永田 あゆ先生をお招きして，「親と児童生徒とのコミ

ュニケーション」に関して講演いただきました。元小中学校の養護教諭

としての経験や現在の活動を通じて御自身が感じられていることや思

春期の子供たちとのコミュニケーションを図る上での見方や考え方に

ついてアドバイスいただきました。 

 

 

５日（水）に本校の図書室にて第２回学校運営協議会を行い，参加いただいた委員の皆様に授業や

施設を参観いただいた後，様々な御意見をいただきましたので，今後もよりよい東中を目指していき

たいと思います。今回は御意見の一部を紹介します。 

 

 

フリー参観 教育講演会 ご参加ありがとうございました 

おめでとうございます 

11月の主な行事 

第 59回南日本硬筆展 優秀賞 

  ３年 迫美潤 肱岡心優 

鹿屋市小中学校英語弁論大会 

Topic Talk 優秀賞 井上輝久② 

  Speech  最優秀賞 西馬場啓人③ 

地区作文コンクール 特選 

 １年 木野愛央衣 ２年 南竹香音 

県図画作品展肝属地区審査会 特選 

 ２年 中島早紀 新倉瑠杏 福満綾乃 

 ３年 西國原萌生 

第 73回 県図画作品展 

 特選 ３年 西國原萌生 

 入選 ２年 新倉瑠杏 福満綾乃 

第 15回 南日本ジュニア美術展 

 特選 ２年 鶴岡ゆりの 

 入選 １年 菊池一葵 ２年 中島早紀 

    ３年 谷川柚乃 

第 23回全九州卓球選手権大会県予選大会 

個人準優勝 田尾 花佳① 

県下中学校新人弓道大会 女子団体３位 

上之園叶愛② 末原心鈴① 下園夏凛② 

１２日（土） 土曜授業，英語ＩＢＡ③ 

１４日（月） 職員会議 

１５日（火） 第２回学校保健委員会 

       性に関する指導（１年⑤⑥） 

１６日（水） 代議員会・学校専門委員会 

性に関する指導（２年⑤⑥） 

１７日（木） 小中一貫教育研究公開 

（笠野原小，⑤⑥カット） 

テスト前部活動休止（～25日） 

１８日（金） 性に関する指導（３年③④） 

２２日（火） 期末テスト（～25日） 

避難訓練（⑤津波） 

２３日（祝） 勤労感謝の日 

３０日（水） ３年血液講話⑤ 

市学校保健会「健康に関する標語」 

 最優秀賞 １年 持田波音 

  優秀賞 １年 エルメス愛子 

高円宮杯第 74回全日本中学校英語弁論大会県大会 

  第４位 ２年 森山凜咲 

第 36回全国都道府県対抗中学校バレーボール大会選抜選手  

３年 道下颯陽 園田泰拓 

かごしま民俗芸能活動奨励賞 

  ２年 田中迦竜（大姶良西方棒踊り伝承保存会） 

第１回県会長杯ソフトテニス選手権大会 

第３位 ２年 竹下真由 園田菜保 

大隅地区新人ソフトテニス大会 優勝 

２年 竹下真由 園田菜保 

第 56回県新人ソフトテニス大会 

２年女子の部第３位（九州大会出場権獲得) 

市小・中学校理科作品展 

 特選 １年 持田波音 星野智紀 

       坂友里愛 

    ２年 原琉翔 山﨑らな 

       南竹香音 

 １日（火）～７日（月） 

地域が育む「かごしまの教育」県民週間 

 ２日（水） 第 36回文化祭 

３日（祝） 文化の日 

 ４日（金） 生徒会引継式 

３年進路説明会⑤（体育館） 

３年学級ＰＴＡ⑥（体育館） 

 ８日（火） 市研究協力校研究公開（午後） 

 ９日（水） キャプテン会議 

部活動休養日 

       地区ＰＴＡ（～10日） 

１０日（木） ３年三者相談（～25日） 

 

よりよい東中を目指して 第２回学校運営協議会 

◎地域でのあいさつがよく，自転車通学生や登下校のようすについては以前に比べるとよい。 

 →自転車の並進など課題もあり，警察から「イエローカード」をもらっている生徒もいる。 

◎トイレのスリッパ，くつ箱が整然と整備されている。 

◎落ち着いた環境の中で授業が展開されている。 

△机・イスの調整をして，子どもの身体に合ったものを使えるようにしてほしい。 

●子どもたちの睡眠不足の原因は？ →スマホ・タブレット等の情報端末の使用状況との関連 

●スマホ・タブレット等の情報端末に対する指導は？ 

 →使用のあり方に関する継続的な啓発は必要（使用時間など） 

  持たせるときに端末との付き合い方（約束・ルール）を徹底 



 

 

9/29（木）には地区駅伝競走大会，10/17（月）～19（水）の３日間で地区新人総体が行われ，各競

技で学校の代表として日々の練習の成果を発揮してきてくれました。結果は以下の通りですが，それ

ぞれの部がこの経験をきっかけにこれまで以上に精進し，さらに活躍してくれると思いますので今後

とも応援よろしくお願いします。 

地区大会での結果 

【地区中学校駅伝競走大会】 

男子第２位，女子第３位 

→県大会出場権獲得（11/10 指宿市） 

 男子１区 ２位 内村佳太郎③ 

   ４区 ２位 田中琉心② 

   ５区 １位 松浦颯良③ 

   ６区 １位 東泊徹太② 

 女子２区 ２位 中村美璃椰① 

   ４区 １位 川畑凛② 

【地区中学校新人総合体育大会】 

男子卓球 

団体 １部：優勝 ２部：優勝 

個人 １部：２位 内村遥② 

４位 村岡醒弥② 

２部：３位 坪山蒼虎① 

４位 堀田康弘① 

女子卓球 

団体 １部：３位 

２部：優勝Ｂチーム ２位Ｃチーム 

３位Ｄチーム 

個人 １部：優勝 田尾花佳① 

剣道 

団体 男子：優勝 女子：３位 

個人 男子：準優勝 小村太陽輝② 

３位 河野鎧李② 

男子バレー 優勝 

軟式野球 ３位 

男子バスケットボール ３位 

女子バスケットボール 優勝 

 

【地区中学校新人総合体育大会】 

男子ソフトテニス 

１年団体：準優勝 

２年団体：２位パート優勝 

１年ダブルス：３位 内田颯眞① 

柿迫颯斗① 

女子ソフトテニス 

１年団体：準優勝 

２年団体：優勝 

２年ダブルス：優勝 竹下真由② 

園田菜保② 

１年ダブルス：３位 永田さち① 

稲村水玖① 

弓道 団体 男子：優勝，３位 女子：優勝 

男子個人：優勝 日高有梗② 

３位 加塩里人② 

女子個人：優勝 末原心鈴① 

３位 木野愛里② 

柔道 男子団体：準優勝 

男子個人 60㎏級：３位 堀添将瑛① 

66㎏級：優勝 堀添羚瑛① 

66㎏級：２位 尼子翔① 

73㎏級：２位 丸山孝悦② 

90㎏級：優勝 名ヶ迫蒼空① 

   女子個人：優勝 立神愛環① 

バドミントン 

女子ダブルスＡ級：３位 持留一愛② 

橋口ゆい① 

女子シングルスＢ級：１位 橋口ゆい① 


