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文  責 ： 校 長  感 王 寺  等 

北中生としての誇り 
先週の 17日(火)に、市教育委員

会を通じて「市長への手紙」（市政

やまちづくりに、市民の皆さんが

意見を市長へ届けるもの）をいた

だきました。内容は、川内北中生

の登下校のマナーが悪い、学校は

どういう教育をしているのかとの厳しいご意見

でした。登下校のマナーについては、これまでも

自転車は一列、歩行者は歩道いっぱいに広がらな

い等、繰り返し指導し、ある程度できるようにな

ってきたと自負していたので、非常に残念に思い

ました。手紙の中には、「鹿児島県には、自転車は

縦に並んで走る常識はないのですか。」とも書か

れており、県民の一人として悔しく感じました。 

早速、翌朝に実態を押さえようと思い、書かれ

た場所で立哨指導に立ちましたが、自転車の並列

を数名注意しましたが、書かれているほどの混乱

はありません。とすれば、登校時ではなく、下校

時だと思い放課後の様子を見ると、確かに大混雑

です。部活動終了後に一斉に下校するわけですか

ら、ある意味混雑するのは仕方がありません。で

すが、学校前の信号は自転車を降りて渡るルール

ですが、乗って渡る生徒も見られました。歩道い

っぱいに広がる徒歩通学生や、通学路を外れる自

転車通学生もいました。 

13日(金)には、学級や学年で「市長への手紙」

の全文を生徒に読んで聞かせました。「一番たち

が悪いのは川内北中生の自転車」と書かれている

ことを、生徒はどう受け止めたでしょうか。私た

ち職員も、生徒が悪く言われれば悔しく、誉めら

れれば、我がことのように嬉しいものです。先週、

登校指導に立ってくださった民生委員、児童委員

の方々には、「北中生はあいさつが良くて素晴ら

しいですね。」と誉めていただきました。誉められ

た生徒も北中生、手紙に書かれた生徒も北中生で

す。自分一人の行動が、北中生みんなの評価につ

ながっていることを自覚し、地域に愛される応援

される北中生を目指してほしいものです。 

道路は、みんなのもの。社会から借りている

もの。使わせてもらっているもの。誰もいない

からと、自分専用の道路のように勝手に振る舞

ってはならない。マナーを考え、正しい行動を。 

※ 我が子は大丈夫か、声をかけてください。 

地区陸上競技大会 

19日(木)、市総合運動公園陸上競技場にて地

区総体のスタートとなる陸上競技大会が開催さ

れました。本校からも陸上部を始め多くの選手

が参加し、男女ともに 2位、総合 2位の結果に

輝きました。日差しの

強い中でしたが、各選

手ベストを尽くしまし

た。他競技の地区総体

は、来月 7(火)～8日

(水)に行われます。 

【男子の部】 

1年 100ｍ5位 上尾﨑 悠太 

2年 100ｍ3位 伊藤 彩人 8位 平嶺 悠太郎 

3年 100ｍ5位 南 琉太朗 

低 100ｍH2位 鏡園 怜央 6位 鈴木 優太 

共 110ｍH1位 共 200ｍ1位 二木 春樹  

共 400ｍ5位 上園 典央 

共 800ｍ1位 髙味 幸人 7位 平野 颯摩 

1年 1500ｍ3位 坂元 蒼唯 

2年 1500ｍ1位 小田原 大雅 4位 東谷 陸 

3年 1500ｍ3位 中宅間 夏一 7位 佐々木 悠悟 

共 3000ｍ3位 宮野 和奏 6位 髙味 幸人 

低 400ｍR2位（橋口、下尾﨑、梅田、尾辻） 

共 400ｍR1位（長野、伊藤、二木、中原） 

共走幅跳 1位 橋口 凱理 2位 野涯 海斗 

共走高跳 3位 赤﨑 聖爽 4位 鏡園 怜央 

共砲丸投 4位 下永田 幸緖 

共三段跳 1位 野涯 海斗 2位 橋口 凱理 

【女子の部】 

1年 100ｍ3位 児玉 乙彩 6位 川之上 百音 

2年 100ｍ4位 外原 夢菜 5位 内山 杏美 

3年 100ｍ3位 吉留 奏愛 5位 伊藤 未来 

低 80ｍH4位 池田 羽聖 

共 100ｍH2位 永原 音梅 

共 200ｍ1位 吉留 奏愛 7位 伊藤 未来 

1年 800ｍ2位 藤村 美紅 5位 浦上 朝乃 

2年 800ｍ5位 小竹山 萌香 8位 福島 七海 

3年 800ｍ2位 辻 華音 4位 内 紬嘉 

共 1500ｍ4位 坂上 宙音 7位 北山 菜々花 

低 400ｍR1位（江神、兒玉、川之上、池田） 

共 400ｍR3位（永原、外原、吉留、内山） 

共走幅跳 2位 外原 夢菜 

共走高跳 1位 二牟禮 美蒼 

自力で起床し、朝食を摂って自力で登下校しよう。 



３３クリーン作戦 
今月 14 日(土)、本校 3 年生が各小学校区に分

かれ、小学校 3 年生と共に 33 クリーン作戦を実

施しました。前日まで雨模様で天候が心配されま

したが、これまで一度も雨になったことがない 5

月の第 2土曜日、今年も晴天でした。 

活動は清掃ですが、目的は交流です。中学校 3

年生の目標は、小学校 3年生を気遣い、どれだけ

優しく接することができるかです。各小学校の出

会いの場で積極的に声をかけたり、移動時に手を

繋いだり、児童の安全に配慮したりと、気遣いを

行動に移す姿が見られました。日常生活でも、小

学生の憧れとなる北中生でありたいものです。 

交通安全教室 
17 日(火)、交

通安全教室を実

施しました。1年

生は薩摩川内警

察所の真邉巡査

長の指導の下、

運動場での自転

車の 実技講習

を、2，3年生は視聴覚教材で自転車の危険予知ト

レーニングを実施しました。 

コースに沿って一時停止や安全確認など、先生

方のチェックを受けながら運転する 1年生、スラ

ロームや一本橋など苦戦していましたが、器用に

乗るより安全に乗ることが大事です。特に自転車

通学生は、慣れる頃に事故は起こりがちですか

ら、今回の学習を生かし、気を付けましょう。 

○ ＫＹＴ問題：駐車車両を自転車で追い抜こう

としています。どんな危険が考えられますか？ 

○ ＫＹＴ解答 

① 駐⾞⾞両が急に発進するかもしれません。 

② 駐⾞⾞両のドアが急に開くかもしれません。 

③ 駐⾞⾞両の陰に歩⾏者がいるかもしれません｡ 

④ 左側の⺠家の出入⼝から、⾞や⾃転⾞、⼈が

出てくるかもしれません。 

⑤ 後⽅から、⾞やバイク等が⾛⾏してくるかも

しれません。 

駐⾞⾞両を避けるために進路変更をする場合､

いきなり進路変更をせずに、一時停⽌をして後

⽅の安全確認も⼗分に⾏いましょう。 

教育実習開始 
今週の月曜日から、本校卒業生の教育実習が始

まりました。今年度は、鹿児島国際大学の山口凪

先生(社会)と鹿児島純心女子大学の森なつみ先

生(英語)の 2名です。お二人とも中学校時代には、

卓球部で頑張っていらっしゃったようです。配属

学級は 3 年 2 組と１年 7 組ですが、

学級以外の生徒も実習生とふれあ

い、夢に向かって努力する姿から、何

かを学んでほしいと思います。 

６ 月の主な行事予定 
6 月は部活動に励む 3 年生にとって、集大成と

なる地区総体の月です。コロナ禍の大会、体調管

理が最重要課題です。チームがベストで挑めるよ

う、心を一つに目標に向かって仕上げましょう。 

２日(木) ２年食に関する指導 

３日(金) 全校朝会(地区総体推戴式) 

６日(月) 期末テスト範囲配布 

７日(火) 地区総体(男女庭球、男女卓球、柔道 

男女排球、男女籠球、蹴球、野球、ソフトボール) 

８日(水)  地区総体(男女庭球、男女卓球、剣道 

男女排球、男女籠球、蹴球、野球) 

９日(木) 眼科検診(１年、2年 1～3組) 

耳鼻科検診(1年、2年 5～7組) 

10日(金) 学年朝会 

11日(土) 土曜授業 1年性に関する授業 

13日(月) 3年高校説明会(～翌日) 

期末テスト前部活動停止 

15日(水) 第 2回学校運営協議会 

16日(木) 地区総体(水泳) 

17日(金) 1年食に関する指導 第 1回漢字検定 

20日(月) 期末テスト(～翌日) 

23日(木) 眼科検診(2年 4～7組、3年) 

1年合唱コンクールリハーサル 

24日(金) 全校朝会(総体表彰) 

2，3年合唱コンクールリハーサル 

※ 7/8(金)1 年合唱コンクール・ＰＴＡ、9(土)2，3 年合唱コンクール・ＰＴＡ(本校) 


