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梅雨の到来に思う 
 梅雨と言えばしとしとと続く田植え前の恵みの雨

でしたが、地球温暖化の影響でしょうか、近年は集

中豪雨が多く、梅雨時の風景も様変わ

りした気がします。100年に一度の災

害も頻発し、常に災害に気をつけなけ

ればなりません。 

 その様な中、先日は学校周辺の地域

の方から苦情の電話をいただきました。生徒を迎えに

来ている渋滞中の駐車車両に注意したところ、「うる

せえ、関係ねえが！」と怒鳴られたというものでし

た。対応した教頭が丁寧にお詫びいたしましたが、人

の心も様変わりしたのでしょうか。ご存じのように、

本校周辺には駐車スペースがなく、グラウンドが荒れ

るので雨の日校庭に車を入れる訳にもいきません。保

護者も仕方なく学校周辺に駐車されるわけですが、地

域にご迷惑をおかけしている気持ちは必要ではないで

しょうか。「すみません。子どもを乗せたら、すぐ出

ます。」と対応くだされば、角は立たないと思いま

す。周囲への気遣いが大切な時代です。子は親の姿を

見て育つのですから、私たち大人の振る舞いを振り返

ることも必要ではないでしょうか。 

 なお、天気予報の確認と雨具の準備、大雨以外の

自力登校も、よろしくお願いします。 

【6月の一事徹底】 
 

校舎内では落ち着いて行動する。 

※ 屋内を走り回り、ケガをすることがないように

気をつけましょう。 

6月の主な行事 

１日(火) 2年学年朝会 期末テスト範囲配付 

４日(金) 全校朝会（地区総体推戴式） 

８日(火) 中体連地区総体（翌日まで） 

 ※ 在校生とは午前授業・給食なし 

10日(木) 眼科検診 地区総体予備日 

11日(金) 学年朝会 性に関する学数 

12日(土) 土曜授業 学力向上タイム 

 ※ 芸術鑑賞教室は延期 

14日(月) 3年高校説明会（翌日まで） 

   期末テスト前部活動停止（23日まで） 

15日(火) ⒈年学年朝会 

18日(金) 全校朝会（地区総体表彰） 

21日(月) 期末テスト（23日まで） 

24日(木) 生徒会専門部会 

3年合唱コンクールリハーサル 

25日(金) 3年学年朝会 

   1，2年合唱コンクールリハーサル 

29日(火) 2年学年朝会 

30日(水) ⒈年食に関する指導 

最後の決戦に向けて 
 コロナウイルス感染症の感染拡大に

より、本市とさつま町において６月６

日(日)までの部活動の対外試合が自粛

となりました。３年生にとっては、最

後の地区総体に向けた練習試合など実

施したかったと思いますが、８・９日

(火・水)の地区総体を実施するためですから、我慢す

るしかありません。しかし、練習はできますので、感

染予防に最大の注意を払いながら、チーム一丸となっ

て仕上げてほしいものです。大会日程は次の通り。 

 ６／８(火) ９（水） 

競技 

種目 

野球、サッカー 

女子ソフトボール 

男・女庭球 

男・女バレー 

男・女バスケット 

男子卓球、柔道 

野球、サッカー 

男・女庭球 

男・女バレー 

男・女バスケット 

女子卓球、剣道 

※ 詳細は、部活動顧問より連絡があります。 

 

 地区総体に向け次の詩を贈りますので、心にとめて

頑張ってくれれば嬉しいです。 

 

信念の詩 
 ナポレオン・ヒル  

もしあなたが「負ける」と考えるな

ら、あなたは負ける  

もしあなたが「もうダメだ」と考える

なら、あなたはダメになる 

もしあなたが「勝ちたい」と思う心の

片隅でムリだと考えるなら、あなたは

絶対に勝てない  

 もしあなたが「失敗する」と考えるな

ら、あなたは失敗する 
 

前日の夜に翌日の準備をし、忘れ物０に挑戦しよう。 



世の中を見てみろ  

最後まで成功を願い続けた人だけ

が、成功しているではないか  

すべては「人の心」が決めるのだ 

 

もしあなたが「勝てる」と考えるな

ら、あなたは勝つ 

「向上したい」「自信を持ちたい」と 

もしあなたがそう願うなら、あなた

はそのとおりの人になる 

 

さぁ、再出発だ  

強い人が勝つとは限らない  

素晴らしい人が勝つとは限らない 

「私はできる」そう考えている人が、結

局は勝つのだ 

きらり川内北中生 

 大雨の中ではありましたが、先週の 20 日(木)に地

区総体の開幕戦となる陸上競技大会が、本市の総合運

動公園陸上競技場で開催されました。本校からも陸上

部を中心に多くの選手

が参加し、向かい風の

強いコンディションの

中でしたが、男子団体2

位、女子団体 2位、団体

総合 2 位の好成績を収

めました。 

 県総体の出場権を得

た選手の皆さんは更に二ヶ月余り自身を鍛え、鴨池の

舞台でベストを尽くしてほしいものです。他の部も、

陸上部に続け！ 

○ 男子の部 

1年100ｍ 3位 伊藤彩人 8位 橋口凱理 

3年100ｍ 6位 満岡理央 7位 上野翔 

低学年100ｍＨ 1位 二木春樹 7位 鏡園伶央 

共通200ｍ 5位 満岡理央 6位 二木春樹 

共通400ｍ 7位 髙味幸人 

共通800ｍ 1位 紙屋綾杜 2位 寺園巧 

1年1500ｍ 1位 小田原大雅 3位 宮野和奏 

2年1500ｍ 1位 紙屋綾杜 4位 佐々木悠悟 

3年1500ｍ 3位 矢神慧隼 4位 加來颯士 

共通3000ｍ 2位 前田秀索 4位 今村宏弥 

低学年400ｍＲ 4位 

共通400ｍＲ 4位 

共通走幅跳 6位 南琥太郎 

共通走高跳 2位 上野翔 

共通砲丸投 2位 宮﨑蓮翔 7位 下永田幸緖 

 

○ 女子の部 

1年100ｍ 4位 外原 夢菜 5位 内山杏美 

2年100ｍ 6位 田上葉夕 ７位 吉留奏愛 

3年100ｍ 3位 上川もか 4位 中間愛結 

低学年 80ｍＨ 1位 永原音梅 5位 井上茉莉花 

共通 100ｍＨ 1位 宇都七菜 6位 馬場恵里菜 

共通200ｍ 2位 上川もか 3位 吉留奏愛 

1年800ｍ 6位 福嶋七海 

2年800ｍ 3位 辻華音 5位 北山菜々花 

3年800ｍ 2位 東里穂  

共通1500ｍ 4位 東里穂 7位 辻華音 

低学年 400ｍＲ 2位 

共通400ｍＲ 1位 

共通走幅跳 5位 馬場恵里菜 

共通走高跳 1位 二牟禮美蒼 

共通砲丸投 5位 伊藤未来 

 

スクールカウンセラー（SC）と 

心の教育相談員の勤務日について 
連絡が遅くなりましたが、SCの秋山実嗣先生と、心

の教育相談員の小田原啓朗先生の勤務日（1 学期分）

をお知らせします。相談内容は、どんなことでも構い

ません。秘密か必ず守りますので、気軽にご相談くだ

さい。 

 

○ 秋山先生 

・ 勤務日： ６月３日(木)、17日(木)、24日(木) 

      ７月1日(木)、８日(木)、15日(木) 

・ 時 間： ９：３０～１２：３０ 

・ 面談会場： 心の教育相談室（本校舎２階） 

・ 対 象： 生徒・保護者 

・ 申込方法： 保護者の場合、事前に生徒の所属

する学級担任か養護教諭、または、

教頭へ、申し込み用紙か電話でご連

絡ください。生徒の皆さんは口頭で

結構ですので、事前に申し込んでく

ださい。 

○ 小田原先生 

・ 勤務日： 原則火曜日の９:００～１２:００ 

木曜日の１３：００～１６：００ 

・ 面談会場： 心の教育相談室（本校舎二階） 

・ 対 象： 生徒のみ 

 ・ 申込方法： 事前に担任

か養護教諭、ま

たは教頭へ口頭

で申し込んでく

ださい。 

マスク着用、手指の消毒、飲食前のうがい等、感染予防を！ 


