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「大空に そびえて見ゆる 高峰にも
登ればのぼる 道はありけり」 明治天皇
「イチイ」が中庭に植えられている理由は？

かり持っていれば，目的達成の方法は存在します。方法と
努力を間違わなければ目的を達成できるということです。
もし，
「周りから無理だ」と言われることでも，実践目標を
設定し努力を積み重ねることで目的が達成できるかもしれ
ません。松下幸之助氏も，
「成功とは成功するまでやり続け
ることで，失敗とは成功するまでやり続けないことだ」と
言っています。頑張りましょう。
地区総体で活躍し，県大会への出場切符を手にした生徒
の皆さん，おめでとうございます。本校だけでなく地区内
の選手の思いがつまった切符です。悔いを残さないよう完
全燃焼してきてください。

校長 牧原 純一
中庭のイチイの木陰
が気持ちよい時節とな
り，
梅雨から夏への移り
変わりを予感させます。
地区総体が終わり１学
期も残り１ヶ月となり
ました。
さて，
「中庭のイチイ
の木陰」と書きました
が，教室からいつでも見えるところに「イチイ」という樹
木が植えられていることを知っていますか？
「イチイ」は，木材としては年輪の幅が狭く緻密で狂い
が生じにくく加工しやすい，光沢があって美しいという特
徴があるそうです。岐阜県飛騨地方のイチイの木材を材料
にした一刀彫が有名ですが，様々な工芸品や机の天板，天
井板，鉛筆の材料として広く用いられます。ヒノキよりも
堅いことや希少性から高価な木材だそうです。イチイとい
う樹木名の由来として，
古代日本で高官の身分を示す笏
（し
ゃく）を造るのにこの木が使われたので，イチイ（一位）
と名付けられた説があります。
入来中の中庭に「イチイ」が２本植えられています。本
校に
「イチイ」
が植樹された経緯は伝え聞いていませんが，
西日本には珍しい樹木である「イチイ」が，わざわざどの
教室からも見える中庭に植えられた意図は，入来中で学習
する生徒へのメッセージと窺い知ることができます。
ところで，今月は明治天皇の短歌を掲載しました。学習
面でも運動・生活面すべてに言えることですが，高嶺の存
在がはっきり見えてさえいれば，登山克服のルートは必ず
存在するのだそうです。言い換えれば，自分で目的をしっ
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標準学力検査（ＮＲＴ）
４月９日（月）
・１０日（火）の２日間にわたり標準学力
検査（ＮＲＴ）を実施しました。この検査は前年度の学習
内容がどの程度定着しているかを確認し，今後の学習に生
かすために全国標準に照らして学力の相対的な伸びや差を
客観的に把握することができます。詳細については今後お
知らせしますが，家庭学習の充実に努めてもらえればと思
います。学校においても教科ごとに分析を行い，さらに分
かる授業の実践に努め，できた喜びを味わわせたいと考え
ています。
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５月２４日（木）に川薩地区
総体陸上競技大会が行われま
した。限られた時間の中で練習
を重ね，参加した生徒それぞれ
がベストを尽くし，がんばりま
した。※は県大会出場
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5 分 27 秒 72
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６月１２日（火）
・１３日（水）に川薩地区総合体育大会
（水泳競技のみ６月２２日）が行われ，各部一丸となって
大会に臨みました。
今年は天候にも恵まれ，延期になることもなく予定通り
行われ，生徒たちは精一杯のプレーをし，熱戦を繰り広げ
ていました。惜しくも県大会出場が叶わなかった部もあり
ましたが，これまでの練習を通して達成感や充実感を味わ
うことができたと思います。
県大会出場が決まった皆さんは，県大会でのさらなる活
躍を期待するとともに，川薩地区の代表としてがんばって
ください。
＜川薩地区総合体育大会結果＞
☆ 女子バレーボール部 第３位 ＜県大会出場＞

地

震

６月１８日（月）大阪府北部で震度６弱を観測した地震
が発生し，倒れてきたブロック塀の下敷きとなり小学生が
死亡するという事故も発生しました。

入来中学校では，建築基準法に適合していないブロック
塀はありませんでした。登下校中，強い揺れを感じたとき
は，すぐにブロック塀から離れて安全な場所に避難するよ
うしてください。
被害を最小限に抑えるためには，一人一人が慌てずに適
切な行動をすることが極めて重要です。いざというときに
落ち着いて行動できるよう，日頃から地震の際の正しい心
構えを身に付けておくことも大切です。

６月９日（土）
，徳田豊志先生を講師に招いて７月１４日
（土）に行われる合唱祭に向けて，
「心の中にきらめいて」
「翼をください」の歌唱指導をしていただきました。
まず初めに，歌が上手になるためには曲を好きになるこ
とや気持ちを伝えることが大切であることを話されたあと
に各パートに分かれて指導をしていただきました。どの
パートもリーダーを中心に熱心に練習に励んでいる姿が印
象的でした。講師の先生からも，
「今日は声もよく出ていた
し，歌に気持ちがこもっていた。合唱祭本番がとても楽し
みである。
」と指導の最後に言っていただき，生徒にとって
も充実した時間となりました。本番でも心のこもったハー
モニーを奏でてください。

６月２１日（木）に学級弁論
大会を実施しました。生徒は日
常生活や体験を通して感じた
問題点について聞く人に伝わ
るように発表していました。人
前で発表することに緊張する
生徒もいましたが，将来自立す
るためには自分の意見や考えをしっかりと持ち，相手に伝
えるとともに自分以外の人の考えなども聞くことが大切に
なってきます。
なお，各学級で最優秀賞になった生徒は，学校祭で発表
することになっています。
新 し い 先 生 の 紹 介
５月１５日（火）から新しい先生が着任されましたので
紹介します。釜付美都先生が産休に入られ，代替として西
みどり先生が着任されました。西先生には，英語の授業を
中心に受け持ってもらいます。１ヶ月半が経過し入来中に
も慣れてきたところです。よろしくお願いします。

≪ 合唱祭の案内 ≫
１ 日 時 ７月１４日（土）９：３０～１１：２０
５月１６日（水）・１７日（木）の２日間にわたって，
３年生は上級学校説明会を実施しました。各高校の特色や
学校生活等について詳しく高校側より説明をしていただき
ました。また，６月１日（金）には鹿児島情報高校と開陽
高校への体験見学にも行きました。進路に向けて貴重な時
間となったことと思います。また，夏休みには高校ごとに
体験入学が行われます。体験したことをもとに進路につい
てじっくり家族で話し合ってみてください。
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開会のあいさつ
講師紹介及び校長先生の話
発表・鑑賞上の注意
課題曲合唱「翼をください」
学級合唱発表（９：４０～１０：２０）
全校合唱「心の中にきらめいて」
ミニコンサート及び講評
審査結果発表
表彰式
閉会のあいさつ

生徒たちの練習の成果をぜひ
ご覧いただき，心のハーモニー
をお楽しみください。

≪自己紹介≫
はじめまして，５月１５日より３年１組の副担任
となりました，西みどりと申します。
英語を通して，コミュニケーション能力と英語力
を高められるよう，子ども達と一緒に学んでいきた
いと思っています。
ご指導のほど，よろしくお願いします。

７月行事予定表
13 日（火）ブロックＰＴＡ（１９時～２０時）
14 日（水）川柳教室（６校時）
16 日（金）川柳教室（６校時）
12 日（木）スクールカウンセラー来校
13 日（金）入来かたいもんそ会
14 日（土）合唱祭（２・３校時）
18 日（水）生徒会専門部会
20 日（金）終業式 大掃除 県大会推戴式
21 日（土）県中学校総合体育大会（陸上競技）～22 日
24 日（火）県中学校総合体育大会（バレーボール）～26 日
24 日（火）県中学校総合体育大会（水泳）～25 日

