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一 歩 前 進
平成３０年１２月１８日 薩摩川内市立入来中学校

「降る雪や 明治は 遠くなりにけり」
中村草田男
「世界人権デー，人権週間
そして人権について考える月」
校長 牧原 純一
平成最後の大晦日がすぐそこに迫ってきました。まもな
く平成から新元号に変わります。昭和生まれとして「時の
移ろい」や「諸行無常」を痛感しております。
さて，先日の全校朝会で人権について話しました。１２
月は人権について考える月である。今から７０年前の
１９４８年１２月１０日の国際連合の総会で「世界人権宣
言」が採択されたことに由来する。毎年１２月１０日を「世
界人権デー」
，１２月４日から１０日までの一週間を「人権
週間」として，世界中で人権を大切にする記念行事が行わ
れる。
世界各地で人権に関するイベントが実施されるので，
生徒一人一人が人権について深く考えてもらいたいとお願
いしました。
ところで，
「いじめ」の定義が変わってきたのをご存知で
しょうか。以前は，おおまかに言えば，
「強い者が弱い者に
対し継続的に嫌な事を言ったりしたりすることを
『いじめ』
と定義していました。今は，強い弱いに関係なく他人から
嫌な事をされたり言われたりしたのも
『いじめ』
であるし，
場合によってはケンカも『いじめ』でないかどうか検討す
るとなっています。毎月「いじめアンケート」を実施して
いますが，嫌な事を言われたりされたりした人が少なから
ずいます。全校朝会の話の最後は，自分がされて嫌な事は
他の人にしないようにと締めくくりました。
「過（あやま）ちて改めざる，
是（これ）を過ちと謂（い）う」
「過（あやま）ちては，則（すなわ）ち
改（あらた）むるに，憚（はばか）ることなかれ」
どちらも論語（孔子）にあることばです。６月号で教室

からいつでも見えるところに「イチイ」という樹木が植え
られていると知ったかぶりで書きました。その時は，葉や
樹形から「イチイ」に間違いないと自信を持って書きまし
たが，秋になりその木が紅葉し，冬になり葉を落とした姿
に唖然としました。
「イチイ」は常緑樹で落葉しないからで
す。調べてみると私が「イチイ」と思い込んだ樹木（別名
イチイヒノキ）は「メタセコイア」という樹木でした。
「メ
タセコイア」は，１９４１年に植物学者の三木茂博士が，
和歌山県や岐阜県で発見した化石を新種として発表した植
物です。しかし，１９４８年に中国に自生しているものが
発見されました。当初，
「化石」として発見されたために絶
滅種とされていたのが，現存種として確認されたのです。
そこから「生きている化石」と呼ばれることも多い植物で
す。生徒の皆さん，地域・保護者の皆さん不確かな情報を
掲載し申し訳ありませんでした。次からしっかり確認し，
二度と間違った情報を掲載しないようにいたします。申し
訳ありませんでした。

１１月１６日（金）に小中一貫教育研究公開が本校で行
われました。これまでの実践研究における反省を踏まえ，
平成２８年度からの研究成果を公開しました。
中学１年生が副田小５年・入
来小６年と合同で川柳相撲を
披露しました。中学生は行司や
審判などを担当し，進行がスム
ーズに進むよう頑張ってくれ
ました。
「小学生への優しさや
思いやりの発揮を通して，リー
ダーシップ力を高め，自分への自信を持たせる」という小
中一貫教育のねらいも達成することができた授業となりま
した。
また，
来場された方々からは，
「中学生も堂々としていて，
とても１年生とは思えませんでした。
」
「
，進行や審判の中学
生が柔らかい表情で小学生と対応していたのが印象的でし
た。
」
，
「安心して発表できる雰囲気が伝わってきました。
」
などの感想をいただきました。あわせて，当日忙しい中，
協力していただいたすべての皆様に感謝申し上げます。あ
りがとうございました。

１２月４日（火）に３年１組，５日（水）に３年２組が，
家庭科「家族・家庭と子どもの成長」の授業の一環として，
いりき幼稚園において保育実習を行いました。
実習では，班ごとに分かれての紙芝居や貨物列車などで
園児と活動したり，各自が持参した手作りのおもちゃを使
って園児と楽しく遊んだりしていました。また，園児との
交流を通して３年生も心が癒されたと思います。２日間本
当にお世話になりました。

１２月１３日（木）
，本校恒
例の３年合格祈願餅つきを実
施しました。合格の願いを込
めてついた餅は粘りがあり，
とてもおいしかったです。い
よいよ３年生は受験が迫って
きました。餅に込めた願いが
叶うように，
粘り強くがんばってほしいと思います。
また，
３年生の保護者の方には，当日に向けての準備からお世話
になりました。ありがとうございました。

１２月８日（土）に門松作り
を行いました。師走の忙しい
時期でしたが，ＰＴＡ役員の
方々にご協力をいただきまし
た。お陰様で，来年も良い年が
迎えられそうです。ありがと
うございました。

１２月１０日（月）にいりき幼稚園，入来小学校，副田
小学校と合同で原子力防災訓練を行いました。昨年から合
同で実施していますが，保護者の皆様のご協力のもと，ス
ムーズに引渡しを実施することができました。いざという
とき冷静に行動するためには，正しい知識と訓練が必要で
す。機会を通じて生徒の安全意識・防災意識を高めていき
たいと思います。

インフルエンザについて
インフルエンザが流行する時期になってきました。感染
拡大を防ぐために，学校保健安全法で「発症した後５日を
経過し，かつ，解熱した後２日を経過するまで」と規定さ
れています。
現在では本人が元気な場合は登校しても良いとなりまし
たが，家族がインフルエンザにかかったときは，次のこと
に配慮してください。

規準

例１
例２
例３

② 本人が頭痛，咳，のどの痛み，微熱等の症状が
全くない場合は，登校しても構いません。ただし，
毎朝家庭で体温を測定し，健康状態を確認してか
ら登校させてください。
③ 本人が発熱や嘔吐，下痢などの症状を訴えてい
る場合は，無理せず学校を休ませ，安静にしてく
ださい。
④ 発熱した場合は，速やかに病院で受診してくだ
さい。ですが，発熱した直後はインフルエンザの
検査をしてもわからないこともあります。

１１月１７日（土）に，入来
地域子ども会交流会が行われ
ました。子ども会役員の中学生
が９月から企画・準備を重ね，
当日は生徒だけで運営を行い，
リーダーとして頑張っていま
した。入来地域の子ども達が楽
しく交流した半日でした。

発症してから
の日数
発症後の
日 数
発症後１日目
に解熱
発症後３日目
に解熱
発症後５日目
に解熱

① インフルエンザに感染した家族との接触は，で
きる限り避けた方がいいでしょう。

栄養や休養，こまめな手洗いを行う等の対策を日頃から
心掛けましょう。年が明けた１月
２０日（日）の大寒を経て２月４日
（月）の立春の前日まで「寒の内」と
なります。１年でもっとも寒い季節
となりますので，心身とも健康を維
持して厳しい寒さを乗り切ってくだ
さい。
健康・無事故で充実した冬休み
２２日から冬休みが始まります。３年生にとっては休み
気分というより，受験に向けて勉強一色だと思います。し
かし，休養も必要ですので時々は休みもとりましょう。ま

た，年末年始を迎えいろいろと忙しくなります。健康には
十分に気を付けてください。
さて，年末は何かと慌ただしく，帰省などによる人の行
き来が多くなります。校区内においても空港道路をはじめ
とする幹線道路はかなりの交通量になります。そのような
状況で心配されるのが，自転車の交通事故です。昨年の
１０月より自転車の利用に関する条例が施行されました。
ヘルメットの着用と合わせて，自転車損害賠償保険に加入
しているか今一度確認をお願いします。※自転車保険の種
類については，自転車向け保険，各種保険（自動車・火災・
傷害）の特約で付帯した保健，共済（全労災，市民共済な
ど）
，団体保険（会社等の団体保険，ＰＴＡの保険）
，ＴＳ
マーク付帯保険などがあります。
年末年始の交通事故防止運動が，
「年末年始 マナーア
ップで 事故防止」
のスローガンのもと，
１２月１０日
（月）
から平成３１年１月１０日（木）まで実施されます。日没
が早まり，早朝や夕暮れ時，夜間に交通事故が多発する傾
向にあります。冬休み期間中も「自転車安全利用五則」を
守りながら，事故には十分に気をつけてください。

受 賞 お め で と う
◇薬物乱用防止ポスターコンクール
【ＫＴＳ鹿児島テレビ局長賞】 ３年 大濱 孝太郎
◇税の作文
【熊本国税局長賞】 ３年 堀内 凛
【川薩地区税務協会協力団体長連絡会会長賞】
３年 上野 真穂

１月行事予定表
１日

２日

３日

４日

５日

６日

発症後
０日目

発症後
１日目

発熱

解熱

発症後
２日目
解熱後
１日目

発症後
３日目
解熱後
２日目

発熱

発熱

発熱

解熱

発症後
４日目
解熱後
３日目
解熱後
１日目

発熱

発熱

発熱

発熱

発症後
５日目
解熱後
４日目
解熱後
２日目
解熱後
１日目

解熱

18 日(火)
9 日(水)
10 日(木)
11 日(金)
12 日(土)
16 日(水)
22 日(火)
25 日(金)
29 日(火)
30 日(水)

始業式 大掃除
３年実力テスト(～10 日)
１・３年健康教室
ＰＴＡ運営委員会・役員選考委員会 ＡＬＴ来校
土曜授業 学力向上タイム
１・２年鹿児島学習定着度調査(～17 日)
スクールカウンセラー来校
生徒会専門部会
小６・中１交流学習(～30 日）
中学校入学説明会

