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今できること、今しかできないこと
校長 木場 宣行
これは 、十一月の全 校朝会で生 徒たちに話 したこ
とです。私は若い頃、「今できることは何か」と考え
て生活し ていました 。しかし、 あるとき、 後悔しな
い生きた方をするためには、「今できること」ではな
く、
「今 しかできないこと」を考えるべ きだと気づき
ました 。今自分が 置かれてい る環境を受 け入れ感謝
し ながら、今 しかできな いことを実 行していく 。ま
さに、中身の濃い生き方ができると思います。
インフル エンザが猛 威を振るっ ています。 言い尽
くされて いるその効果的な予防法は 、
「うがい、手洗
い」です。「うがい」は毎朝、養護教諭の鞆先生がお
茶う がい用のお 茶を用意し てください ます。大き な
ヤ カンで煮 出すのでは なく、一煎 、一煎、急 須に入
れて飲 みやすい温 度にしてか らポットに 入れてくだ
さいます。補充作業等も含めると、毎日二時間以上、
そ の作業に かかってい ます。生徒 たちは、そ のお茶
でうが いをしたり 飲んだりし ています。 私も、あり
が たい気持ち やら、申し 訳ない気持 ちやら抱き なが
ら利用しています。そのことを鞆先生に伝えると、
「こ
んな こと（お茶 の準備）が できる学校 にいること が
ありがたい」とおっしゃってくださいました。
どうしたら 生徒たちが もっとしっ かりともっ と頻
繁に 手を洗うよ うになるか と考えなが ら、逆に、 ど
ん なときに 手を洗いた くなくなる かと考えま した。
手を洗 った後、拭 くものがな いとき、ハ ンカチが濡
れ ているとき ・・・そこ で、事務の 諏訪先生に 相談
して、ペ ーパータオ ルを購入し ていただき 水道の近
くに 設置しまし た。明らか に、給食前の 手洗いの様
子 が違ってき ました。こ れらは、小 回りのきく 本校
だからできる対応だと思います。
今しか できないこ とを実践し ながら、充 実した日
々を送っていきたいものですね。

敬愛

校 訓

１２月２５日に生徒、職員、ＰＴＡの方で一
時間ほどかけて迎春準備を行いました。前日に
地域住民の方やＰＴＡ役員の協力をいただいて
一緒に準備しました。当日、竹を斜めに切るこ
とに苦労したり、飾り付けを皆で考えて完成し
た門松は思い出に残るものとなりました。
ま た、 各教 室に 飾った 鏡餅 を使 って 先日 、
特別支援学級の生徒が美味しいぜんざいをつく
り、職員、生徒にふるまってくれました。

高江中学校最後の迎春準備

高江中学校の校歌をＦＭさつませんだい
の方が収録してくださいました。全校生徒で
発声練習をし
た後、生徒達
は緊張した表
情でしたが大
きな声で校歌
を歌いました。
収録した校
歌は４月以降、
市の視聴覚ラ
イブラリーに
おいて保管さ
れます。

校歌収録（十二月十九日）

合格祈願餅贈呈（一月十六日）

峰山地区子ども会・青少年育成会から３年
生に合格祈願餅をいただきました。
祈願餅を一人一人に渡していただき、表情
も引 き締ま り
ました。
３年 生もき
っと 希望す る
進学 先に合 格
でき るよう 精
一杯 頑張る と
思います。

保護者によるアンケートより（12月実施）

「学校はどんな教育に重点を置いて実践してほしいですか」に対する結果です。教科教育、人権教育、
生命尊重、道徳教育、情報教育という回答が多かったです。一人一人の状況をよく把握し、教科教育
や道徳の授業、体験学習を充実させ、高江中をよりよい形で締めくくりたいと思います。

立志式・薩摩川内元気塾のお知らせ
２月２日（金）、１３：５０から本校体育館に
おいて、立志式が実施されます。立志式とは２年
生の生徒が自分の生い立ちを振り返り、今後の生
活を有意義に過ごそうと決意する式です。また、
立志式後は修学旅行報告会や記念講演会（第３９
回卒業生、鹿児島商業バレーボー
ル部監督、德重一昭先生）も計画
されております。お誘い合わせの
上、ぜひご参加ください。

「親が学ぶ情報モラル教室」という演
題で、ネットポリス鹿児島理事長の戸髙成人先生
の講演会が実施されました。ネット社会でのトラ
ブルの事例紹介やインターネットや携帯電話は現
在我々の生活においてはなくてはならないもので
あり、保護者自ら正しい使い方を教えることが大
切だという話がありました。保護者自身がフィル
タリング、親子でのルールづくりについて学んで
いくことが必要であると思いました。
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ＰＴＡ父親研修会 （1月20日）

池松千織（３年）
松田大輝（３年）
樗木紅音（３年）
増重友哉（１年）

池松千織 松田大輝（３年）
家村天継（２年）
渡邊祐希（２年）増重友哉（１年）
松田優汰（１年）

第７回ジュニア夢プラン県小中学生卓球大会
Ｃ級男子シングル第３位

家村 天継（２年）
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土 青少年健全育成意見発表大会、県ＰＴＡ
活動委嘱公開
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日 世代間交流グランドゴルフ大会
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水 ３年学年末テスト（～9日）
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土 冬季中学生卓球大会（～25日）
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水 川内中央中交流授業
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火 高江不思議発見発表会
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水 １，２年学年末テスト（～16日）
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土 土曜授業日
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カーブミラーに

金 立志式・記念講演(薩摩川内元気塾)

つけずに走ると
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交通安全標語コーナー
（ 高江地区青少年健全育成会）

学校行事等

曲がり角

曜

ヘルメット

日

「か もしれな い」と意識して運転 事故防止

２月行事予定

