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はなしをすれば、心はかよう 

７月に入り、１学期も残りわずかとなりまし

た。私自身 20 数年ぶりの薩摩川内市の生活を楽

しんでいますが、川内に帰って来て「いいなあ」

と思っていることの一つに、本市の市民憲章があ

ります。平成 16年の市町村合併後、平成 17年１

月１日に制定されたものですが、旧川内市の頃か

ら内容はほぼ同じです。 

【薩摩川内市市民憲章】 

 美しい自然と、古い歴史を誇りとする 

わたしたち薩摩川内市民は、 

やさしくすれば、心はかよう。 

はなしをすれば、だれでもわかる。 

考えさえすれば、みちはひらける。 

やりさえすれば、かならずできる。 

  という信条をもって 

 明るく豊かなまちをつくります。 

 私は、この４つの信条がとても大切で、薩摩川

内市民のみならず、これからの世の中を生きてい

く上で、とても大切な視点だと思っています。 

 なぜなら、日本の人口は、現在 1 億 2600 万程

度ですが、2050 年には 1 億人を下回り、2100 年

には 7500 万人になると予想されています。です

が、世界的には人口増加が止まらず、現在の 76億

人が 2050 年には 97 億人、2100 年には 110 億人

になると言われています。今後人口が減少する国

は日本だけではありませんが、人口が減る国には

他の国から人が流れてきます。現在の日本でも、

労働力不足で外国からたくさんの人々が移住し

ていますが、今後、さらにその動きは活発になり、

言語や文化、宗教や民族の異なる人々と、私たち

も共に生活しなければならなくなります。ですか

ら、お互いを理解し合

い、力を合わせて幸せに

生きていくためには、こ

の四つの信条が大事に

なると思うのです。 

 1学期もあと少しとなりました。同じ学級にな

って、まだ一度も話をしていない人がいるなら

ば、「やさしくすれば、心はかよう。」「はなしをす

れば、だれでもわかる。」の気持ちで、お話してみ

てはどうでしょうか。残りの 20 日あまり、充実

した学校生活を送り、1学期のまとめができるよ

う期待しています。（7/2の全校朝会より） 

感動の歌声 心に響く 
今月の 6 日(火)にＳＳプラザにて、合唱コンク

ールを実施しました。新型コロナウイルス感染症

対策として、保護者の参観はご遠慮いただき、ホ

ール内に入れるのは 2 学年までとしました。全て

の合唱を全校生徒で共有することはできませんで

したが、素晴らしい環境の中で合唱する経験がで

きたことは、子どもたちにとってもいい想い出に

なったことと思います。元気な歌声と共に、学級

の皆と心を合わせることを学び、成長した姿を披

露できたのではなかと思います。子どもたちの頑

張りの様子は、学期末ＰＴＡの際、ビデオで鑑賞

できますので、ご了承ください。 

 
合唱コンクールの結果 

 １ 年 ２ 年 ３ 年 

最優秀賞 ７ 組 ４ 組 ３ 組 

優秀賞 ５ 組 １ 組 ２ 組 

優良賞 ４ 組 ２ 組 ５ 組 

指揮者賞 

学年 学級・生徒氏名 

１年 ３組・若松 歩音 

２年 ２組・二牟禮 美蒼 ４組・佐藤 芽依 

３年 ２組・前田 桂佑 

伴奏者賞 

学年 学級・生徒氏名 

１年 ２組・中拾石 光彩 

２年 ５組・百木野 遥 

３年 ６組・新田 すみれ 

※ 結果も大事ですが、学校行事はやり切った感

が大事。自分が、学級がどれだけ真剣になれた

かです。少しでも悔いの残る人は、２学期の体

育大会に向け決意を新たに！ 

生徒自身の力で起床し、自力で登校させましょう。 



川薩・出水地区水泳大会 
 コロナウイルス感染症のため延期されていた

川薩・出水地区水泳競技大会が今月７日(水)、

薩摩川内市民プールにて

実施されました。本校か

らも水泳部が参加し、活

躍しました。競技の結果

は次の通りです。 

【団体の部】 

 団体２位・女子３位 総合３位 

 

【個人の部】 

・男子 

50ｍ背泳ぎ１位 矢神 慧隼 

50ｍ自由形２位 寺園 巧 

50ｍ平泳ぎ３位 長木 琉真 

100自由形２位 矢神 慧隼 

100ｍ平泳ぎ２位 長木 琉真 

200ｍﾒﾄﾞＲ２位 矢神・長木・寺園・淵脇 

200ｍ自Ｒ２位 矢神・淵脇・寺園力・寺園巧 

・女子 

50ｍ平泳ぎ２位 下野 惺絢 

100ｍ平泳ぎ２位 下野 惺絢 

200ｍﾒﾄﾞﾚｰＲ３位 中村・下野・吉留・有村 

※ 次の目標は、今月 27日(火)に鴨池公園水泳

プールで行われる県総体です。キバレ！ 

 

小学校の先生から見た本校 
今週の８日(木)、可愛小

学校の江夏先生と時村先生

がフレッシュ研修の他校種

参観として本校に来られま

した。それぞれ１年１組と

２年５組の配属となり、授

業参観や給食の時間を通して子どもたちと関わ

っていただきました。小学校の先生方が皆さん

の姿をどう感じられたのか、ご本人の了解の下､

研修後の感想文より抜粋して紹介します。 

朝の会で２年５組の生徒達と対面して少し緊

張していたが、朝の会終了後に男子生徒が「明

日香先生、給食はどこで食べるんですか。」と

聞いてくれて、緊張が和らぎました。（中略）

中学校の場合には教科毎に先生が代わり、生徒

の様子も変わっていました。授業中でも静か

で、先生の指示を待つことなく、自分たちで進

んで動いていたので、凄いなあと思いました。

給食の準備、授業前の着席も早くて驚きまし

た。 

時村 明日香 先生  
 

各教科でロイロノートやデジタル教科書を使

う場面が何度もあり、使い方など参考にしたい

と思った。（中略）帰りの会の時、班ごとに生

活の記録はきちんと書けているのか、忘れ物は

なかったかなど、１日の反省を踏まえて確認し

ている様子があった。これは生徒同士のコミュ

ニケーションの場と、生徒が自分で考え自分で

確認し、自分で行動する主体性が育つ時間であ

ると感じた。（中略）他校種参観を行い、未来

の児童の姿を見ることができ、小学校で目指す

姿がより具立的になった研修であった。 

江夏 修瑛 先生  

 小中一貫教育の下、北中生の姿が各小学校の後

輩たちの憧れの姿、お手本となる姿であってほし

いと願います。 

きらり北中生 
 部活動やコンクール等で、日頃の鍛錬と努力の

成果を発揮しています。夏休みも、色んなことに

挑戦し、自身を成長させよう。 

 

第 67回全日本中学校通信陸上競技鹿児島大会 

・ 男子 800m ２位 紙屋 綾杜 

※祝 全日本中学校陸上競技選手権大会出場 

（8/17～20 茨城県 笠松運動公園） 

・ 女子 100mH 7位 宇都 七菜 

・ 女子 800m 8位 二牟禮 美蒼 

 

南日本七夕書道展 

・ 県 知 事 賞  靏野 澪 

・ 県 議 会 議 長 賞  吉川 凛音 

・ 県 市 長 会 賞  菖蒲谷 優里 

・ 南日本芸術学園賞  木山 麗来 

学校ＨＰニューアル 

 不具合により、しばらく更新できていませんで

したが、ＩＣＴ支援員の協力によりホームページ

を更新しました。「川内北中ホームページ」で検索

すれば、すぐ見つかります。スタートの動画は、

少しいい感じです。 

 
 今後、必要な情報を掲載し、充実させる予定で

すので、ご活用よろしくお願いいたします。 

３年生の授業参観・PTAご苦労様でした。月曜日の学校保健委員会、１年の

授業参観、１，２年の PTAお待ちしております。 


