


神戈陵を渡る風
令和３年度 川辺高校 校長通信 創刊号(第001号) 令和３年４月９日発行
新年度のスタートを記念して校長通信を「神戈陵を渡る風」として創刊します。校内での講話内

容の紹介や学校生活などを写真とともに簡単なインタビューを交えて紹介したいと思っています。
楽しく読んでもらえると幸いです。

４月６日令和３年度１学期始業式
校長式辞より抜粋

『なりたい自分になるために』
自分らしくあること
自分以上に見せる必要はありません
まわりの人に振り回されず
ありのままの自分を受け入れましょう
そして 何か１つでもいい
「これだけは負けない」というものを
見つけ出しましょう
すべての情熱を傾け
求め続けること
ただし 苦労して掴み取ったものでも
それに固執しないこと
自分から壁を作ってはなりません
苦しいとき 不安なとき
自分を見つめて思い出せばいいのです
考えて 考えて 考え尽くす
そこから本当の自分の力が
発揮できるもの
決して最後まで諦めないこと
いつかチャンスはやってくるもの

心の底から願えば 夢は掴める はずです。

ここに集った仲間たちと知恵を出し合い、今し
か出来ない経験を積み重ねて下さい。多くの
出会いは必然であり、奇跡です。今からできる
こと、今しかできないことに積極的にチャレンジ
しましょう。皆さんの前途は、輝いています。

４月７日令和３年度第７６回入学式
校長式辞より抜粋

校訓について
充実した高校生活を創造するために、ま

ず本校の目指す人間像を記した校訓「自律
・端正・積極・公徳」を理解することが大切
です。
自律とは、自分を正しく律するには不断の

努力と忍耐が絶えず求められます。また、他
人の痛みを自らの痛みと感じることができ、
他人のために尽くす精神を育ててほしいと
いうことです。
端正とは、凛とした佇まいに努めるという

ことで、いたずらに飾るのではなく、身体と
心を鍛練し、真に美しいもの、真実なるもの
を求めてほしいという願いがあります。
積極とは、何事も拙速に行動せよという

のではなく、ここぞという時に、然るべき判断
ができるように、常日頃の鍛錬が重要だと
いうことであり、 これら三つの力を身につけ
ることで、最後の公徳に至ります。
公徳とは、道義心を養い、互いに支え合う

優しさを身につけ、正しい判断を行う力を備
えることです。
これらの校訓を胸に刻みながら、三年間

の高校生活の中で、教科の学習はもとより、
生徒会や部活動、学校行事やボランティア
活動などに積極的に参加し、心豊かで他人
を思いやり、他人と協調して社会に貢献で
きる人間に育つことを期待します。

新入生に向けた黒板アート 新入生入場



なぎなた部全国選抜大会(伊丹市)で準優勝(過去最高位獲得)

校内風景(３月末から４月初め)
新任式(４月６日)
今年度の新任者(ようこそ辺高へいらっしゃいました)

教頭 横山 謙二 先生(鹿児島工業高校より)
理科(生物) 郡山 博司 先生(錦江湾高校より)
英語 堂下 和則 先生(武岡台高校より)
養護教諭 井手 みお 先生(錦江湾高校より)
理科実習助手 薗田いづみ 先生(錦江湾高校より)

教職員・生徒ともにお待ちしておりました。
これからよろしくお願いします。

神戈陵と正門の桜(３月) 校内の藤棚(４月) 校内の枇杷(４月 まだ食べられません)

↓懸垂幕を設置しました↓(4月)

学年組は
掲載当時
→



神戈陵を渡る風
令和３年度 川辺高校 校長通信 第００２号 令和３年４月16日(金)発行
今週からは，２・３年生の朝補習もスタートしました。朝の早起きは大丈夫ですか？

また，１年生の皆さん，高校生活をどうですか？楽しめていますか？不安はないですか？わからない
ことは，先輩たちや先生方にどんどん質問しましょう。積極的な態度が大切です。

４月７日令和３年度第７６回入学式
校長式辞より抜粋・要約

充実した高校生活を送るための３つのポイント
１「規律ある正しい生活習慣のもとで
規範意識を持つ」
川辺高校で規律ある学校生活を通じ，集団
生活における，それぞれの役割を自覚し，責
任を体得してほしい。そして，自分のことは
自分で行い，他人に迷惑をかけず，自律的
に行動できる人になってほしい。

２「志を高く持って，自ら積極的に学ぶ
姿勢を身につける」
輝かしい未来に向かって進むために，学校
と先生方を信じ，やらされているという受け
身の気持ちではなく，主体的に意欲を持っ
て学習に挑んでほしい。

３「我慢する心や耐える心を育てる」
コロナ渦の新しい生活様式のもとでは、自ら
考える力や積極性を失わず努力して、目標
を達成する喜びや、他人への奉仕の心を失
わないことが重要です。

高校生活の中では、苦しいことから逃げ
ずに、何事にも我慢して、正面から取り
組んでほしいものです。

川辺高校の教職員
は、校長が最も信頼
する職員集団です。
教職員一同この川
辺高等学校で教育
することに誇りと信

念を持ち、生徒の進路が花開くことを望んで
います。

校長室に飾られた一枚の絵

この絵は，３年３組蓮子結夢(はつし ゆめ)さんが
神戈陵を題材に絵を描いてくれました。なん
と一日で完成したそうです。校歌の歌詞の
一部もモチーフとして含まれています。素晴
らしい才能だと思います。川辺高校には，多
彩な才能を持ち合わせた生徒がいて頼もし
い限りです。

生徒の皆さん。自分で制作した作品を校長室
に持ってきませんか？いつでも大歓迎です。

今年も制作！新入生を迎える黒板アート

２年１組岡野昇平さん,野間翔太さん,村岡
未悠さん,２年２組濵﨑凜和さん,山下叶夢
さんが放課後に制作しました。辺高には，優
しく多彩な才能を持つ先輩がいます。 この
五人も頼もしい限りです。



入学式当日の正門掲示板

３年２組堀之内彩さん(書道部)の力強いタ
ッチの「入学式」文字。新入生を励まし，祝
う気持ちにあふれています。ここにも，辺高
の優しく多彩な才能を持つ先輩がいます。
興味がある人は，書道部で活動してみませ
んか！

新入生代表宣誓

新入生代表宣誓を村永麻衣さん(知覧中
出身)が行いました。
初々さの中にも，凜とした姿は，高校生活を
充実させたいという気構えを感じる立派な
宣誓でした。

(注)入学式当日の宣誓中のよい写真が見つからず，翌日に

正面玄関で撮影させてもらいました。

４月１２日(月)には，学年朝礼が行われまし
た。今回は，学年講話のなかから，３学年の脇
田先生のお話を紹介します。

３年生＝いよいよ受験年度，小１～高３までの
学習内容を問われる。
↓

面接，小論文，作文はどんな勉強が必要か？
↓

３つの力を培うことが大切

①「結びつけて考える力」
なぜ，東京・大阪で新型コロナ感染者が多いのか
そもそも，なぜ，東京・大阪に人口が集中するのか
↓

自分の得意な分野に引き込んで考えるとよい

②「自分の考えを表現する力」
「自分の本」を１冊でいいから持とう
↓

本の表現，フレーズを借りて(真似て)答える
真似ることは学習の基本

③「計画・実行する力」
「受験カレンダー」を作ろう
そこに簡単な試験内容・過去問の内容を書き，
目立つところに貼ろう
↓

気持ちが萎えたときの「お守り」になる

しかし，なんと言っても…

◎受験に打ち勝つために最も大切なことは
「クラスメートの進路に興味を持とう，

将来の夢について語り合おう」



神戈陵を渡る風
令和３年度 川辺高校 校長通信 第００３号 令和３年４月２３日(金)発行
新年度，４月も残すところ一週間となりました。いつもなら楽しみなGW(ゴールデンウィーク)も新

型コロナ感染症の感染状況を鑑みると，自粛モードが継続しそうです。しかし，ピンチはチャンス。こ
の自宅で自分と向き合う時間が増える機会に，新しい本との出会いを求めて，普段手を出さない
ジャンルの本を借りてみませんか？また，あまり見ないジャンルの映画を見てもいいと思います。そ
のほかにも，家事の手伝いや料理にチャレンジしたりして自分自身の経験値を上げて楽しみまたり
しょう。これらの体験で皆さんの知識の幅は大きく広がり，自分の夢がはっきりと見えてくるもので
す。いろいろな体験・模擬体験は，いつか自分の運命を切り開くアイテムになるものだと思います。
たくさんの経験値は自分自身のレベルアップと夢実現に向けた必需品です。

４月１２日(月)の学年朝礼より
今回は学年講話のなかから

【２学年 徳田先生のお話】

〈かつて〉 〈現在〉
天動説 → 地動説

〈数年前〉 〈現在〉
式典等 → 常時

正式な場では マスク着用
マスクを外す

上記の例ように，世間や人々の常識や価値
観に絶対不変なものはない。
↓

①自分と違う考え方や価値観を否定せず，
認められること

②世間の常識や価値観にとらわれて
自分を苦しめないこと。

【１学年 上原先生のお話】

・高校生活に慣れよう
今はきついと感じる事も，続ければ
慣れて，普通に感じられる。
→ 出来ることが増える

・昨年度の３年生の「飛翔」(合格体験記)を読むと
「自分の弱さ」に負けてしまったと
反省する人が多かった。

自分の弱さに勝つためのトレーニング法
↓

小さな事でもいいので，
「迷ったら，きつい方を選ぶ」
そうすることで，少しずつ自分を鍛えること
ができるようになる。

学年朝礼は，色々な先生方が，自分の体験
や経験してきたことなどをもとに，今，皆さん
に伝えたいことを講話します。
講話後，皆さんも何かに挑戦してください。



【神戈陵魂】

今年１１月２０日に川辺高校創立１２０周年
記念式典が本校で開催されます。

(昨年秋に実施予定でしたが,ｺﾛﾅ禍の影響で一年後に延期されました｡)

このデザインは，保健体育科の髙山先生
が創立120周年記念事業に向けて製作さ
れました。校長通信の題字のバックにも使
わせていただいています。皆さん，どのような
形でこのデザインが使われていのか楽しみ
にしてください。
それにしても，このデザインのクオリティー

の高さ(カッコイイ！)。
辺高の先生方の秘めた能力と実力は最

高だと思いませんか。

沖永良部島の「百合の花」

３月まで本校勤務の養護教諭德重明日香
先生は４月から沖永良部高校に転勤されまし
た。島の特産である「えらぶ百合」の花を学校
に贈ってくださいました。きれいな花を眺め，漂
う香りは幸せな気分にさせてくれます。
德重先生ありがとうございます。

大事なものが存在する場所を教えてくれ
る，相田みつをさんの名言です。
あなたにとって大事なものとは何ですか？

私達は表に出ている（目に見える）ものを大
事と感じる事が多くなりがちです。
・顔が命・ファッションが命・お金が命

などなど，各々が大事と感じているものは表
に出ているものが多いものです。これは別に

悪いことでもなく，自分の大事なものを把握できてるという点では良い事です。
水道管や下水だって，大事ですが，各々が大事とは感じていないものでも，何かあったら一大事

だから国がお金をかけて管理している訳です。実は私達にも，水道管や下水の様な本当に大事な
ものが存在します。やはり，表には出ていません。それは，臓器や心です。なのに，水道管や
下水と違って，管理が行き届いていません。臓器は健康診断などで自己管理がある程度できます。
それでも，臓器の病気で亡くなる人がいます。心に至っては，レントゲンで見る事すら出来ないの
で，殆ど放置状態です。あなたの表に出ていない大事なもの「心」は，しっかり管理されています
か？大事という認識はあるけど，表に出ていないので放置したままにしていませんか？
日頃の管理がなければ問題が起こり易かったり，問題発生時の被害が深刻になったりして当た

り前。表に出ない大事なものにも目を向けて管理する事で安心を得られるはずです。
「心」を放置したままにするのではなく，不調を感じたら相談やカウンセリングをお勧めします。



神戈陵を渡る風
令和３年度 川辺高校 校長通信 第００４号 令和３年４月３０日(金)発行

【読み】
一年の計は
穀を樹（う）うるに如（し）くは莫（な）く，
十年の計は
木を樹うるに如くは莫く，
終身の計は
人を樹うるに如くは莫し。
一樹一穫なる者は穀なり，
一樹十穫なる者は木なり，
一樹百穫なる者は人なり。
我れ苟（いやしく）も之(こ)れを種（う）う，
神の之れを用ふるが如(ごと)し。
事を挙ぐること神の如き，
唯（こ）れ王の門。

【意味】
一年の計は穀物を植えるに及ぶものはなく，
十年の計は木を植えるに及ぶものはなく，
終身の計は人を植えるに及ぶものはない。
一を植えて一の収穫があるのは穀物であり，
一を植えて十の収穫があるのは木であり，
一を植えて百の収穫があるのは人である。
これを的確に植えるは，
神がこれを用いるようなものである。
物事を導くこと神の如し，
そうであって始めて王者という。

【私の解釈(思い)】
「一年先を考えるならば穀物を植えるのが

よい。十年先を考えるならば木を植えるのがよ
い。そして，百年先を考えるならば，人を育てる
べきである」とは，学校の教育活動を考えると
き，これまでの１２０年間に２万人を遙かに超え
る卒業生を輩出し，神戈陵魂を備えた先輩諸
氏は，国内外，各所で活躍していることから，
川辺高校は多くの人を育ててきた学校である
と改めて認識させられます。
校長として，地域に根ざした川辺高校がも

つ責任の重大さ，価値，人材育成の重要性を
ひしひしと感じながらも，伝統を受け継ぐ決意
を新たにしています。
本校の生徒たちは，日々成長しています。す

てきな輝きを放っています。まさに磨けば光る
原石です。生徒たちは，素晴らしい人として育
っていると確信し，自信を持って紹介できます。
例えば，
○掃除では，廊下の床の黒ずみをがんばって
落としました。きれいになって満足気でした。

○掃除の時間，自分の仕事でなくても残って
いる仕事があると進んで手伝う姿は，立派で
した。困っている人がいると優しく声をかけて
いました。

○男女問わず仲良くすることができています。
大きな声で気持ちのよい挨拶をすることがで
きました。



○友達が困っていると優しく声かけをしていま
す。友達の気持ちや考えを大切にしながら行
動することができています。

○困っている友達，寂しそうにしている友達に
気が付き，進んで声をかけるやさしさがありま
す。

○係や当番などの仕事は，必ず，友達に声を
かけて一緒に行う姿勢を大切にしていました。

○教室が汚れていたり，誰かが困っていたりす
ると，誰よりもはやく掃除をしたり，手伝ったり
することができました。

○自分やみんなが使う椅子や机を大事に使
い，みんなにその大切さを伝えることができま
した。

○常に明るい心で前向きに過ごすことができ
ています。

○委員会や係，学級の当番の仕事に一生懸
命取り組み，最後まで熱心にやり遂げることが
できています。

○敬語を正しく使おうとしたり，廊下ですれ違
ったときに会釈したりするなど時と場に応じた
行動が見られました。

○約束やルールを意識して生活していました。
当たり前のことが当たり前にできることは素晴
らしいことです。

○学校の正門を通過するとき凜とした振る舞
いで門礼を行う姿がとても気持ちよいです。

このように，枚挙をいとまがないほど素晴ら
しい辺高生がいます。そして，皆さんは，私が最
も誇れる生徒です。学校生活において様々な
困難に直面しても，仲間と協力し，解決策を模
索し，伝統である神戈陵魂を身につけて，社会
で活躍する人を目指しましょう。

皆さんなら必ず出来ます。

←さて，このＱＲコードは何で
しょう？
2021年度版 川辺高校

ＰＲ動画を生徒会を中心に
制作しました。
その作品がアップしてある

川辺高校同窓会のYouTubeチャンネルにリン
クが貼り付けられています。

生徒会の皆さんが
企画し，有志の本校
生徒や各部活動の皆
さんの協力で作り上
げたPR動画です。(オ
ールキャスト辺高生)

辺高に集う仲間で
「円」をつく
り，辺高で活
動し様々な体
験を通じて学
ぶことで，辺高
生ならではの
「縁」が完
成するというコ
ンセプトです。
○(えん)にこ
だわった演出
です。この動
画は，スマート

フォンでも見ることが出来ます。

YouTubeの川辺高校同窓会チャンネルで
は，2019年度に制作した５分バージョンＰＲ
動画と３０秒ＣＭも視聴可能となっています。

今週月曜日，ＰＲ動画紹介のときに話したと
おり，明治３３年(1900年)４月２６日木曜日，
鹿児島県第四中学校(翌年９月に鹿児島県
立川辺中学校と改称)が開校しました。月曜
日は，川辺高校の開校記念日，つまり誕生日
ということになります。鹿児島では，４番目に古
い歴史と伝統を誇る公立の高等学校です。
(鶴丸→川内→加治木→川辺→大島→……
と続きます。)

『夢の実現へ 豊かな時間を』(尚学舎)
『神戈陵魂 ここにあり』

みんなで，新しい歴史を築こう



神戈陵を渡る風
令和３年度 川辺高校 校長通信 第００５号 令和３年５月７日(金)発行
風薫る5月，爽やかな風を感じ ，すごしやすい気候となりました。ＧＷも終盤，昨日と，本日は南

薩地区大会で多くの生徒が大会に臨んでいました。かたや，学校に残っている皆さんは，直前に迫
った中間考査に向けた準備に取りかかっているところだと思います。

本日は，戦国時代終盤の茶人「千利休」の

名言で，「守破離」について詠んだ言葉につい
しゆ は り

てお話しします。

規矩（きく）作法
守りつくして 破るとも
離るるとても 本（もと）を忘るな

＜利休＞
（安土桃山時代の茶人，1522 ～ 1591）

「守破離」は，武道や芸術などの，修養の段
しゆ は り

階を，表現した言葉になっていますが，元々は，
戦国大名の武田氏の，戦略，戦術の軍学書で
ある，「甲陽軍鑑」に記された，兵法用語です。

師の教えや基本を忠実に守り身「守」 に付ける。
『守』の段階で，目指すのは

「優秀者」

基礎を超えたアレンジを取り入れ「破」 る。
『破』の段階で，目指すのは

「変革者」

「離」 独自の境地を切り拓く。
『離』の段階で，目指すのは

「創造者」

どんな分野でも，基本が大切で，常に戻る
べき，基本が必要です。色んな分野，組織など
で，形骸化が進み，活力を失っているのは，こ
の基本に問題があるケースが多いです。
スポーツなどでも，技術的なことを，上辺だ

けで習得していることが，多くなっています。な

ぜそれが必要なのか，どうしてそれが強く美し
くなるのかなどの，もっと本当に根底のことを
知ることや，感じることもなく，こうすればいいん
だ，ずっとこうして来たから，というようなこと
が，基本になっている場合があります。こういう
基本の上に，出来上がったものは，そもそも基
本そのものがあやふやなものですから，立ち戻
れるものになりません。
これは，学ぶ立場でも，教える立場でも，言

えることです。例えば，基本を習得しよう，させ
ようとする時に，技術的な基本を習得するため
に，形やトレーニング方法を学び，教えますが，
なぜその形がいいのか，どうしてそういうトレー
ニングが必要なのか，その背景や根底のメカ
ニズムを，知ることなしに積み上げても，崩れ
た時に，立ち直れないことになります。また，こ
ういう基本の学び方，教え方をしているから，
基本を超えた「破」や「離」に進めなくなってし
まいます。
本当の基本，根源を習得しなければ，基本

そのものが疎かですから，超えることで，独自
の境地が見えてきません。
学ぶ人はもちろんですが，教える人が，根源

を知らなければ，正しく伝えられません。だか
ら，間違いなく，形骸化してしまいます。皆さん
は，追求していることの，自然の摂理に沿った，
根源的な基本を把握していますか！
どんなにアレンジしようと，独自の境地に到

達しようと，普遍的に，すべての行動を支えてく
れているものが，本当の基本です。
この基本さえ，しっかり把握して，習得してい

れば，形骸化することも，行き詰まることもあり
ません。
本当の基本を知り得ること，身につけること

こそが，皆さんの夢の実現への確実な道を切
り拓いてくれます！
だからこそたくさん「守」を行い，「破」「離」

と進んでいくことで，自分にしか生み出せない
ものが創れるようになります。



【神戈陵散策】

神戈陵の登り道

４月の神戈陵の広場(丘陵)

蓮子結夢(はつしゆめ)さんが描いた神戈陵

【神戈陵命名由来】
旧制中學校第７代山﨑校長による”神戈陵”命名の経緯より

【解説】
盖(けだ)し → 「恐らくは」の意味
今字(あざ)音(おと)に

→ 「今の集落の呼称」の意味
因(ちな)みて → 「ゆかりを得て」の意味
轉(こか)して → 「転じて」の意味
更(あらた)めて名け

→ 「改めて名付けて」の意味
號 → 題の旧漢字
魏曹植德論中
→ 「魏の皇族である曹植の書いた德論から
引用した」の意味
『神戈遙指則妖氣順制霊旗一擧則朝陽播
越』から冒頭の神戈を陣ヶの代わりに用いた。

校内に，このような陵丘(小高い山)があ
る学校は全国的にも大変珍しいところだと
思います。
１２０年を超える第四中学校，旧制川辺

中学校，川辺高等学校の変遷の歴史をずっ
と見守ってきた丘であり，神戈陵魂の宿る
聖地だと思います。
是非，梅雨が訪れる前の天気がいい日に

一度は登ってみてください。この時期は，小
鳥のさえずりに心を洗われ、新緑の香りに
心を癒やされること間違いなしです。季節に
よって，様々な風景を醸し出す神戈陵を楽し
んでみましょう。



神戈陵を渡る風
令和３年度 川辺高校 校長通信 第００６号 令和３年５月１４日(金)発行
本日で中間考査が終わります。テストの結果はどうだったでしょうか。上出来だった人は，自信を

つけてください。ちょっとまずかったなという人は，次に成績をぐんと伸ばすチャンスが来たと思って，
テストの振り返りをきちんとしましょう。次こそは，必ず上出来を達成できることを期待しています。さ
て，今回は，学校行事(遠足)や春季南薩地区大会(一部)の様子・写真等を紹介します。

４月２８日 水曜日 一日遠足
前日まで晴天が続いていましたが，当日朝は
あいにくの雨模様。しかしながら， 生徒の願い
が通じたのか，各学年ごとの訪問地に着いた
頃から雨脚が弱まり，なんとか中止や行く先変
更をすることなく遠足が実施できました。皆さ
んは，とっても幸運なことを体験できました。
☆３年生 いおワールドかごしま水族館

小雨の中の出発(私の気合いで雨なんか吹き飛ばすぞ!!)

マリンポートでの学級写真と水族館の様子

☆２年生 平川動物園

２－１クラス集合写真

２－２クラス集合写真
みんな動物園で童心に返る 楽しそう



☆１年生 フラワーパーク

到着時は，まだ雨模様です

ハーバリウムの製作を体験しました！

海をバックに撮影！

雨も上がり，陽が射してきた！
晴天を呼び込んだ辺高生 すごいことだよ

広報 枕崎 五月号
広報まくらざき№575
３月に実施された第16

回全国高等学校なぎなた
選抜大会で準優勝した本
校「なぎなた部」の紹介記
事が掲載されました。
記事にもあるように「鹿

児島でなぎなたが活性化
するように」頑張って欲しい
です。

春季南薩地区大会
弓道部 団体優勝 おめでとう

萩原蓮(1年)さん個人の部 第２位 おめでとう
テニス部(男子)

団体Ｂパート優勝 おめでとう

卓球部 女子団体準優勝
永﨑友梨(2年)さん個人ｼﾝｸﾞﾙｽ２位

永﨑友梨・村岡未悠(2年)さん個人ﾀﾞﾌﾞﾙｽ２位

女子バレー部準優勝おめでとう

弓道部・卓球部・テニス部(男子)
女子バレー部の活躍を讃えます。

他の部活動の皆さんも，よく最後まで粘って，
頑張りましたね。次の活躍を期待していまよ。



神戈陵を渡る風
令和３年度 川辺高校 校長通信 第００７号 令和３年５月２１日(金)発行
本日から，5月も下旬となります。県総体(インターハイ予選)も始まっています。３年生にとって，

高校生活の部活動を締めくくる大切な大会です。悔いの残らない試合をしましょう。
さて，今回は，学年朝礼・坊津学園の高校施設見学の様子・教育実習生を写真等で紹介します。

５月１０日 月曜日 学年朝礼
☆１年 永長先生より

「小・中学校と高校との違いは何でしょうか？」
について違いについて話したあと，
『一生懸命だと、知恵が出る。
中途半端だと、愚痴が出る。
いい加減だと、言い訳が出る。』

武田信玄の言葉をもとに「思い切りやってみ
る」ことの大切について語ってくださいました。
・考え方次第ではとても面白い。
・自分達で楽しい環境をつくればよい。
・面白い学校にすればよい。
・学校の魅力が増えれば，行事や部活動も
盛り上がる。
いいアイデアがあったら，どんどん出そう。

☆２年 内薗先生より

自分を取り巻く新しい事柄（出来事）を
自分の今後の成長のきっかけに

内薗先生が英語の教師を目指したきっかけ
について中学校での体験・出来事から話され
ました。

・新しい事柄(出来事)は様々な形でやって来る
それを自分自身の今後の成長につながるきっ

かけにしよう。

☆３年 寺田先生

鹿児島でもコロナの感染者数が増えてきました。鹿
児島と東京を比べたときに，現在どちらが危機的状
況にあるか？
（挙手 ほとんどが東京，数人が鹿児島に挙手）
5月9日の感染者数は，鹿児島が46人，東京が103
2人。東京が鹿児島の約22倍。人口を比べると，鹿
児島が約160万人，東京が約1400万人，人口は約
8.8倍。人口比に比べ感染者数の比が大きいので，
東京の方が危機的状況にあると言える。鹿児島に手
を上げた人に「なぜ，鹿児島の方が危機的状況にあ
ると考えたのですか？」と尋ねると「鹿児島の方が東
京より医療設備が整っていないから」と答えました。
すばらしい。「どちらが感染者数が多いですか？」と
の問いには，日常的にニュースで取り上げられる数
字を比較すると分かりますが，「どちらが危機的状況
にありますか？」の問いには，感染者数だけでなく，医
療設備など，様々な要因を考慮して考えなければな
りません。ちなみに，病院数は東京が６５１で全国1
位，鹿児島は２５２で全国10位でした。人口10万人
当たりだと，東京が４．８に対して鹿児島は１５．４。意
外と鹿児島は多いです。ある問いに対する答えを考
えるときには，1つの側面からだけ考えるのではなく，
色々な視点から多面的に考える必要があります。
君たちが取り組んでいる教科の学習も，その教科だ
けで完結しているのではなく，今後君たちが直面する
課題に対して様々な角度から考えるための大事な要
素になっていることを頭に入れておいてください。



坊津学園来校！
５月１４日に坊津学園９年生が高校施設見学
で川辺高校に来ていただきました。進路選択
に役立っていただけると幸いです。

まず最初は，保育の授業を体験しました。
川辺高校は，普通科の学校ですが，３年次に
選択教科の中に保育の授業があります。

次は，川辺高校というと，伝統の「なぎなた」
中間考査が終わったばかりの部員たちも駆け
つけてなぎなたを体験しました。

最後は，楽しいランチ。坊津学園出身の２人の
先輩とランチトークを楽しみました。

教育実習生紹介
今年度は，国語の富山真帆先生(熊本県立大
学)と体育の丸野麗那先生(福岡大学)の２人
が，5/17(月)～6/4(金)までの３週間，川辺
高校で教育実習を行います。二人は在学中は
生徒会やなぎなた部で活躍しておられました。
なお，二人の先生方は，今回の教育実習に

あたり，二週間前から鹿児島に戻り，体調管理
に努め，万全の体調で実習に臨んでおられま
す。

職員朝礼で挨拶
その後，全校朝礼で挨拶

☆国語の富山真帆先生

☆体育の丸野麗那先生



神戈陵を渡る風
令和３年度 川辺高校 校長通信 第００８号 令和３年５月２８日(金)発行
早いもので，もうすぐ5月も終わり，６月となります。県総体(インターハイ予選)も終盤となってき

ました。３年生にとって，高校生活の大事な行事である神戈陵祭文化祭も，間もなくです。
さて，今回は，教育実習生のメッセージと様子と皆さんにお伝えしたいことを綴ってみました。

教育実習生からのメッセージ
①久々に帰ってきた辺高で感じたこと(印象)
【回答１】 生徒全体も，先生方も，すれ違っ
た時などでの挨拶を欠かさず行っていて，とて
も雰囲気が良いな という印象でした。
【回答２】 みんなあいさつをしてくれて，とて
も明るく，元気で，礼儀正しい生徒たちだと思
いました。

②私が辺高に入学したワケ(きっかけ)
【回答１】 幼い頃からなぎなたを習っている
ので，高校ではインターハイや国体を目指した
いと思い，自宅から近いところでなぎなた部が
あるところが川辺高校だったからです。
【回答２】 家から一番近い公立の普通科高
校であったことと，中学校の同級生も先輩もた
くさんいて安心感があったことです。

③私の辺高押し(誇れるもの)
【回答１】 生徒自身は部活動や行事だけで
はなく，勉強にものすごく熱心で，それに対する
先生方の手厚いサポートが非常に魅力的だと
思います。
【回答２】 生徒同士が仲が良いこと。
職員室横の学習スペースや尚学舎など，勉強
する環境が整っていること。

④後輩たちに伝えたいこと(アドバイス)
【回答１】 高校生である今でしか出来ないこ
とは積極的にして楽しんで，自分が将来，何を
したいのかを頭で考えるだけでなく言葉にして
おくことで今後に役立つと思います。頑張って
ください！！
【回答２】 部活と勉強の両立は大変だと思
いますが，今しかない高校生活を後悔しない
ように精一杯楽しんで下さい。

先輩たちの声って，暖かいですね。

教育実習生による授業(実習)の様子

富
山

真
帆
先
生

丸
野

麗
那
先
生



５月２０日(木)に，地震とその後の津波を想定
した防火防災避難訓練を実施しました。

雨天のため，鞄を持って体育館に避難

生徒向けの防災講話

職員向けの防災講話

東日本大震災から１０年を経ち，復興はまだ
できていません。福島第一原子力発電所な
どは被害が甚大で，復旧や廃炉のめどさえ
立っていません。この震災では，命を守るこ
との大切さを痛感しました。その後も熊本地
震や百年に一度と言われるような自然災害
が日本各地で頻発しています。現在は梅雨
時期なので，大雨になりやすい季節です。油
断大敵，登下校に注意しましょう。

さぁ，考えよう！ Let’s think！
思考に気をつけなさい，

それはいつか言葉になるから
言葉に気をつけなさい，

それはいつか行動になるから
行動に気をつけなさい，

それはいつか習慣になるから
習慣に気をつけなさい，

それはいつか性格になるから
性格に気をつけなさい，

それはいつか運命になるから

正しくポジティブな思考を言葉に変え
正しくポジティブな言葉を行動に変え
正しくポジティブな行動を習慣に変え
正しくポジティブな習慣を性格に変え
正しくポジティブな性格が運命を切り開く

この行程こそが，自身の未来の運命になる。
自分の思考が，自分の運命を創り出します。
あなたの環境や，行動や，具現化するもの，

性格，すべてはあなた自身の思考から始まりま
す。
あなた自身の思考が自滅的なネガティブな

ものなら，もたらす結果はネガティブなものに
なります。

あなた自身の思考
がポジティブなものな
ら，もたらす結果はポ
ジティブなものになり
ます。
未来の運命は，あなた
の思考から始まってい
ます。

思考を変えれば，今（現実）を変えられる！
行動を変えれば，明日（未来）を変えられる！



神戈陵を渡る風
令和３年度 川辺高校 校長通信 第００９号 令和３年６月４日(金)発行
早いもので，令和３年度がスタートして2ヶ月たちました。６月は神戈陵祭文化祭があります。

３年生にとって，大事な行事です。「神戈陵祭文化祭」を成功させ思い出に残しましょう。
さて，今回は，教育実習生の様子と学校生活の様子を紹介しています。

５月２７日(木)の生徒総会の様子
昨年は，各教室において校内放送で実施しま
したが，今年は，新型コロナ感染症感染防止
対策として，生徒総会を短縮し体育館で開催
しました。

５月２８日(金)の薬物乱用防止教室の様子
講師 学校薬剤師 坂元先生

ＤＶＤ視聴後，講話となりました。以前は，シン
ナーについて語ることが多かったのですが，最
近では，知らないうちに大麻被害に遭ったり，
巻き込まれてしまうケースが多いとのことで，
大麻の誘惑防止と断る大切さを学習しました。

「ダメ，ゼッタイ」

なぎなた部

県大会で完全優勝
南九州市からいただい
た手ぬぐい(黄緑)を身
につけて頑張りました。
九州大会(沖縄)・全国
大会(石川)の出場権

を獲得。次の大会も優勝を目指して頑張れ！

教育実習生の評価授業の様子
丸野 麗那先生の評価授業(5/31)

富山 真帆先生の評価授業(6/1)

大変立派な授業を見せてくれました。
二人ともよく頑張りましたね。(ご苦労様)



校内での風景
一生懸命清掃作業に励んでいます。(左)

校庭で四つ葉のクローバーを
探していました。(右)あったー！
授業紹介
フードデザイン(授業)で梅シロップ！(左)

こどもの発達と保育(授業)で妊婦体験(右)

音楽部 高校音楽祭出場(５月２７日)

定期演奏会を6月６日(日)に川辺文化会館で
行います。午後２時開演です。聴きに来てね！

コロナ渦でＰＴＡ総会(文書決裁)となり，5/24
(月)に新旧ＰＴＡ役員引継を行いました。

旧役員の皆様，ありがとうございました。
新役員の皆様，これからよろしくお願いします。

迷ったとき
「どちらが楽か」ではなく

「どちらが楽しいか」で決めること。
「どちらが正しいか」ではなく

「どちらが温かいか」で決めること。
「どちらが得か」ではなく

「どちらが徳か」で決めること。
「どちらが損しないか」でなく
「どちらが後悔しないか」で決めること。

それでも選択に迷ったときは
数十年の未来から今を振り返り，
どんな思い出話をしたいかを考えてみて，

覚悟を決めて一歩前を踏み出すこと。

人生は決断の連続
日常でも学校でも何かを選ぶ，選択する場面
はたくさんあります。
「選択肢がありすぎる」
「どの選択肢もイマイチ」
「とっさの判断ができない」

といった理由で，決断に思いの外，労力や時
間をかけてしまっている人も多いでしょう。
たくさんの可能性がある中で，
自分も周囲も納得のいく意思決定ができるよ
うになると，グッと楽になります。

迷わず進むには
「判断基準を明確にする」
「目的を明確にする」
「気持ちを整理する」ことです。

・今どういう状況？
・じゃあどうしたい？
・どうすればいい？

と自問自答します。

自分の気持ちがわからなくなったり，冷静にな
るのが難しいときもありますが，自問自答する
ことで，自分をちゃんと理解でき，前に進んで
いけます。
優柔不断だったり，思い悩んで後悔をしない
ためには，自分の考えで決断することが大事
です。

覚悟を決めて一歩前を踏み出そう！



神戈陵を渡る風
令和３年度 川辺高校 校長通信 第０１０号 令和３年６月１１日(金)発行
文化祭当日，６月も中旬，県総体(インターハイ予選)もほぼ終了し，夏を思わせる日射しかがま

ぶしいですね。３年生は，受験モードに切り替える時期です。これからは，進路実現に向けたスター
トを切りましょう。２年生は，高校生活のリーダーとしての自覚を持ち，新たなスタートを切りましょ
う。１年生は高校生活を充実できるように，色々なことにチャレンジしてみましょう。

歯科講話(１年生)
６月２日(水)５限目
１年生向けに学校歯科医の山本先生からの
歯科講話を開催しました。
歯の健康を維持することの大切さを，癌などの
手術を行う前に歯科検診を行い，歯の治療を
完治してから手術した方が完治が早くなると
言われているエピソードなどに触れながらの
講演でした。今のうちから，歯を大切にする意
識を持ってもらいたいです。

６月３日 朝
大きな音とともに保健室前の桜の木が途中か
ら裂けて倒れてきました。それは，本校の先生
が車を駐車した途端の出来事でした。駐車位
置が少しでもずれていたら，木がぶつかってい
たかもと思うとゾッとします。原因は，シロアリ？
のようです。生徒の皆さんや先生方に被害が
及ばずホッとしています。しかし，もうあの雄大
な桜が見られないことは，大変残念です。

毎年３月に，白く綺麗な桜が咲いていました。

音楽部定期演奏会
６月６日(日)午後２時より

創部７１年目の音楽部は第４３回定期演奏会
を開催することができました。新型コロナ感染
症のまんえん防止策を実施しながらの演奏会
でしたが，生徒達はとても頑張っていました。
手伝ってくれたり，聴きに来てくれた皆さん，
お礼をいいます。「ありがとう」



教育実習生からのメッセージ紹介
富山真帆先生と丸野麗那先生の２人は，３週
間の教育実習を先週で終えました。お預かり
した皆さんへのメッセージを綴ります。

①３週間の教育実習を終えて(感想)
【回答１】３週間，あっという間に終わってしま
いました。初めは，緊張と不安でいっぱいでし
たが，先生方も，生徒の皆さんも優しく接して
下さったので，これから３週間，川辺高校で実
習頑張ろうと思うことが出来ました。授業の時
に気をつけていることや，授業の組み立て方な
ど授業に関することだけでなく，ホームルーム
や未来ソウゾウ，学級日誌の確認など，様々な
ことを経験させていただき，多くのことを学びま
した。とても充実した３週間でした。ありがとう
ございました。
【回答２】３週間の教育実習を終えて，まず第
一に，母校である川辺高校で教育実習ができ
て良かったです。私は，福岡から来ていて，実
習の２週間前から鹿児島に帰省して実習に臨
みました。新型コロナウィルスが流行している
世の中で，教育実習もどうなるかとても不安で
したが，受け入れてくださった学校の先生方は
もちろん，生徒や保護者の方々にも本当に感
謝しています。初めは長いと思っていた３週間
も，今ではあっという間だったなと感じていま
す。とても勉強になりました。

②３週間一緒に過ごした辺高生のイメージ
【回答１】３－１と３－２で漢文の授業をした際，
話し合いや発表など，積極的に授業に参加で
きる真面目で学習意欲のある生徒の皆さんだ
と思いました。また，授業外の時間では，掃除
の時間に話しかけてくれたり，大学生活につい
て質問してくれたり，上手にみんなと会話でき
るか心配だったので，とてもうれしかったです。
思いやりのある優しい生徒が多いなと思いま
した。
【回答２】川辺高校生は，礼儀正しいことがま
ず１番素晴らしいなと思いました。すれ違った
ときの挨拶や，授業前後の挨拶，門礼が徹底
されていて，私が高校生の時ももちろんでした
が，それが今でも受け継がれているのはとても
嬉しかったです。また，担当した１年１組は，真
面目な生徒が多くて，かつ素直でお話するの
もとても楽しかったです。研究授業も積極的に
参加してくれて，本当に感謝しています。

③辺高生への熱いメッセージfrom先輩
【回答１】様々のことに目を向け，視野を広げ
ることで，興味・関心があることを見つけたり，
深めたりすることにつながると思います。私は，
自分が何に興味があるのかや，学びたいこと
がわからず，進路選択にとても困りました。皆
さんは，そうならないように早くから自分が進
みたいと思う進路を見つけ，進路実現のため
に日々，頑張って下さい。応援しています。
【回答２】３週間ありがとうございました。保健
も体育もメリハリのある活動をしてくれて，授業
も楽しく展開できました。私は，元々今の大学
とは全く違う方向の学校に行く予定でしたが，
鹿児島国体に出たい，なぎなたを続けたいと
思い，福岡大学スポーツ科学部へ入学を決め
ました。このように，やりたいことや夢があれ
ば，その夢を貫いて欲しいし，今しかできない
ことなら，後悔しないよう，しっかり取り組んで
ほしいです。もし結果が上手くいかなくても，後
に良い出会い，たくさんの経験が出来ます。そ
れらは絶対に自分の為になるので頑張ってく
ださい。



神戈陵を渡る風
令和３年度 川辺高校 校長通信 第０１１号 令和３年６月１８日(金)発行
６月も半分を過ぎ，梅雨明けが待ち遠しいですね。３年生は，文化祭を終え，受験モードに切り替

えられていますか？。進路実現に向けてよいスタートと切るように期待しています。２年生は，部活動
等に於いてリーダーとして活動できていますか？秋の大会に向けてよいスタートを切りましょう。１年
生は，高校生活に慣れてきた頃だと思います。油断することなく，もっと色々なことに挑戦しよう。

臨時全校朝礼講話
６月７日(月曜日)
学年朝礼を変更し，新型コロナ感染症の感

染予防対策として，高校総体バドミントン大会
の参加選手及び関係者の自宅待機が6/11
(金)まで延長されたことについて，全生徒に対
して状況説明を含む校長講話を行いました。
その内容は，新型コロナ感染症の感染に至

るまでの一般的な経緯と本校生徒及び職員
の状況についてです。本校関係者は全員ＰＣＲ
検査の結果は陰性で，健康状態は良好です。
加えて，新型コロナ感染症にかかるデマや

間違った認識で，今回自宅待機している人た
ちを誹謗・中傷したり，避け(遠ざける)たり，無
視するようなことがないように依頼しました。
関連して，川辺高校では，先日行われた生

徒総会で「いじめ撲滅宣言」を全校生徒了解
を得て，行ったことにも触れました。自分の行
動が相手に対して「いじめ」と感じられること
がないように注意が必要だと言うこと。
いじめは，陰湿な嫌がらせをしないことだけ

ではなく，相手に暴言を吐いたり，無視したり，
嘲笑するようなことも含まれること。川辺高校
で過ごす生徒が輝くためにも「いじめ」が起こ
らないに日々努めて欲しい。
更に，日頃のコミュニケーションは大切で

す。普段から相談できる友人を作って欲しい
が，身近にそういう人が見つかっていない場合
は，ご両親や先生方に相談して欲しい。また，
県総合教育センターではSNS等による相談窓
口を開設しています。(生徒には，紹介カードを
先日配布しています。)何事も，一人で悩まず，
気づいた人は，言葉をかけて欲しい。誰かに伝
えて欲しい。川辺高校の先生方は，皆さんによ
りそい学習指導だけでなく，何でも相談をうけ
る教師でありたいと思っています。全職員をあ
げてサポート出来るように努めます。

と講話を締めくくりました。

神戈陵バーチャルツアー(動画)

梅雨による雨が続き，神戈陵に登ろうと思っ
ても，簡単には出来ませんね。先日，同窓会の
協力を得て，ドローンによる神戈陵の空撮を行
ってもらいました。そのデータ(画像)を活用し
て，擬似的に神戈陵登山を体験できる動画
(バーチャルツアー)を製作しました。
弓道場横の神戈陵登山口から，山頂の広

場までの徒歩による行程と，山頂から校庭ま
でをドローンによる飛行画像で構成していま
す。擬似体験を行った後は，実際に天気がよい
日の神戈陵登山を体感してみてください。

神戈陵バーチャルツアーは，川辺高校同窓会
のYouTubeチャンネル(ＱＲコード)で視聴が
出来ます。もちろん校長室でも視聴できます。

いつでも見に来てくださいね。



創立１２０周年記念
神戈陵祭文化祭特集

オープニング(書道部)と楽しんでいる様子

３年１組の演劇(どらちゃん？)とＣＭとダンス↑

❄３年２・３組の演劇(アナ ☃)とＣＭとダンス↑
ＣＭ画像はどのクラスも工夫を凝らし，大変

凝った作りで，とても素晴らしい作品でした。

３年生による総合的な学習の課題研究発表
３グループともよく研究がなされていて，大

変素晴らしい発表(プレゼン)でした。

個人参加の皆さん
ダンスに歌とピアノにバンド演奏と出演者の

✨皆さんの多彩さが 輝いて いました。

エンディングは，今回の文化祭テーマ曲の
「青と夏」を音楽部が演奏し，準備期間から，
当日までの写真がスライドショーになって披露
されました。ひとりひとりが輝く，みんなの思い
出に残る文化祭になったと思っています。



神戈陵を渡る風
令和３年度 川辺高校 校長通信 第０１２号 令和３年６月２５日(金)発行
６月も終盤。本当に梅雨明けが待ち遠しいですね。いよいよ来週から一学期の期末考査となり

ます。川辺高校での学びの途中結果(学習到達度)を判断する定期考査です。万全の対策と準備
を行い，試験に臨んで下さい。各自が目標とする出来を達成できるように期待していますよ。

6月１4日 月曜日 学年朝礼
一年 是枝先生

勉強は好きですか？
①とても好き
②どちらかと言えば好き
③あまり好きでない
④嫌い

なぜ，学ばなきゃならないの？
この答えを，一人ひとりが考えてほしい。
家の人，友だち，先生と一緒に考えて欲しい

→討論するとよい
そのときは，自分の考えを言ってから，相手

の考えを聞くことが大切
考えて・考えて・自分の答えを出しましょう。

２年 當房先生

はじめての「文化祭」どうだった？
・「文化」の対語は「自然」。
・「文化」とは人が作り出してきたもの。
人類史上、最新にして最高の「文化」レベル

を私たちは生きている。しかし，私たちは，本当
に古代の人々を能力的に上回っているのか疑
問を感じる。スマホなどにあまりにも頼りきって
いないか？今回の文化祭では、自分の頭で考
え、仲間と協力しながら、自分たちの手でもの
を作り出すという、ともすれば忘れがちだった
人間らしい文化的な営みのすばらしさや難し
さを経験できたことと思う。今後の探究活動や
進路学習に活かしてもらいたい。

３年 鮫島先生

文武両道とは？
→勉強もスポーツもがんばる(生徒イメージ)
文武両道＝文武両立 (１・２年生)
文武両道＝文武両同 (３年生)

①部活動で学んだものの考え方や物事の効
率的な進め方を勉強に生かす。
②勉強を部活動と同じようにとらえ好きになる
文武両道は，部活を引退した後にこそ本領

を発揮する。
勉強が嫌で単に部活に逃げていたのか？
部活動を勉強にも応用できると考えるか？
夏休みまでの1ヶ月の過ごし方が

あなたの「文武両道」への答えです



南九州市選挙管理委員会出前授業
６月１７日(木曜日)
この日，南九州市明るい選挙推進協議会の

海江田会長様と南九州市選挙管理委員会の
辻書記長様をはじめ，８名のスタッフが来校さ
れて，選挙啓発出前授業を開催しました。

今回，模擬県知事選を行いました。模擬立候
補者の立ち会い演説のビデオを視聴し，本物
と同じ投票用紙に自分で選んだ候補者名を
記入して，本物の投票箱に投票しました。講話
で，若い世代の人たちが投票に参加すること
で「自分たちの声を政治に届ける世の中が実
現する」という言葉が印象的でした。

なにかを「する・しない」について
糸井重里さんのエッセーを読んで

私は，なにかを「する・しない」について，「こ
うこうこういう理由で，それをしない」と熱心に
言い訳(説明)をするときがあります。時には，
私がそれを聞いている場合もあります。マーケ
ティングに詳しい人が，「買わない人，興味の
ない人の意見を聞かなきゃ」とよく言っている
ので，そういうものなんだろうと思う反面，本当
にそうなの？と感じることもあります。
私は，ここ数年散歩(ウォーキング・散策)に

励んでいます。もともと歩くことは嫌いではな
かったのですが，それほど「いい，いい」と言う
タイプではありません。日常生活で，わざわざ
汗をかくことなどは，着替えや，こまめにシャワ
ーを浴びなきゃいけなくなるので，どちらかとい
うと面倒草がる方でした。わざわざ着替えをし
て，歩いて汗かくなんて「億劫だ！」と思ってい
ました。でも１０年ぐらい前の自分と比べると，
どうやら，面倒草がっていないようです。どうい
う変化があったのかを考えると「面白くなかっ
た→面白くなった」，「嫌いだった→好き
になった」と変化したに尽きます。「いい」とか
「好き」とか「面白い」とかに，出会ったのか出
会ってないのか，そこが違っているだけです。ほ
かにも，パソコン操作やクラリネット演奏にドラ
イブ，更に美味しいものの食べ歩きなど，いくら
でも「夢中になった理由」を語れるものがあり
ます。しかし，改めて考えてみると，理由はどう
でもいいのです。あるお店のベテランの売り子
さんが，「こうだったら買うのに」と長々と教え
てくれる人は，お話しすることに興味があるの
で，売るのはむずかしいと言っておられました。
買う買わないは論理の正しさでは決まらない
ものです。私は，「おもしろい」は，「天から降っ
てくる」ものと考えます。偶然や必然を装って突
然やってくるものです。自分の散歩への気持ち
の変化も，そうだと思いました。(終わり)

先週から，校長室
のテーブルには，グ
ロキシニア(大岩桐
草)の花が綺麗に
咲いています。
花言葉は「華やか
な日々」「艶麗」で，
7月10日の誕生花
です。



神戈陵を渡る風
令和３年度 川辺高校 校長通信 第０１３号 令和３年７月２日(金)発行
７月が始まりました。本日で期末考査が終了しました。皆さんの目標達成度はどうでしたか？手

応えはありましたか？「人事を尽くして天命を待つ」の心境まで至ったでしょうか？上手くいった人
は，この調子(ペース)を続けましょう。失敗したかもと思っている人は，これから夏休みがあります。
自分の学習を振り返るチャンスです。焦らず，一歩一歩前進していけばいいのです。悲観して，諦
めたら，そこで終わってしまいます。もったいないことです。がんばれ(顔晴れ)辺高生。

もうすぐ夏本番だ。

新型コロナ感染症に
備えて！！

６月２６日(土曜日)
私は，この日の午後２時に「かごしま県民交

流センター」の６階ギャラリーにいました。鹿児
島県が行った新型コロナワクチン大規模接種
を受けに来ていました。インターネットによる受
付後，かなりの申し込みがあり，今回は，ダメだ
ったかな？ と思っていた矢先，予約内容確認
メールが新型コロナワクチン接種の予約サー
ビスから届いていました。ワクチンの接種に不
安を抱いていましたが，私は，自分の健康状態
といつものかかりつけ医に相談し，今回の接
種を決断し，受けてきました。事前に，ワクチン
について色々と資料を調べることで，「漠然と
抱いていた不安」はかなり減少しました。後は，
接種後に起こるかもしれない副反応に注意す
るだけです。事前に薬剤師さんとも相談し，副
反応で発熱や強い痛みが出たときの鎮痛剤
を入手したことも，不安解消に役立っていま
す。
私たちは，未知のものに対して，不安感を抱

き行動・思考するのは，当然のことです。不安
を解消するには，そのことについて理解するこ
とが大切で，待っているだけでは何も進みませ
ん。自らの行動(調査や相談すること)が大切
です。それでも，不安が解消しない事柄は，実
行しなければいいだけのことです。ワクチン接
種についても，全く同じです。本人が不安なら
ば，受けなくていいのです。そのことによって，
他人がその人を誹謗中傷したり，無視したり，
避ける(遠ざける)ようなことは，絶対にしては
なりません。これは，人権無視や人権侵害に他
なりません。
川辺高校の生徒・職員が，安心に過ごすた

めに，今できる対策を納得した上で実行して
欲しいと願っています。
ちなみに，ワクチン接種後の私の体調です

が，重大な副反応は出ていません。注射した場
所の痛みと少しの腫れを感じ，触ると少し痛い
だけです。また，事前に準備した鎮静剤も使用
していません。

【注意】
新型コロナウイルスのワクチン接種に関連した
詐欺が起こっています。注意して下さい。私の
場合，今回のワクチン接種では，事前に購入し
た鎮静剤以外の費用は全くかかっていませ
ん。電話やメール等でお金の入金など行うこと
はないので十分注意しましょう。なかには，「家
は借家ですか，持家ですか」等と質問する怪し
い電話もあったそうです。
【注意】２
新型コロナワクチンの接種対象は，
▷ファイザー社のワクチン：

接種する日に12歳以上の方
▷武田／モデルナ社のワクチン：

接種する日に18歳以上の方



皆さんは，教室に掲げられている「校訓」と一緒にある「座右の銘」を知って
いますか？ 昭和３９年に同窓会が元鹿児島大学教授の川上南溟先生に揮
毫をお願いし，そのコピーが掲げられています。
その座右の銘について考えてみましょう。

川辺高校 座右の銘

制定時期は不詳。旧制川辺中学であった大正7年頃(１００年以上前)には 講堂
正面に掲げられていた。全校生徒が学生生活の指針として朝礼で斉唱していた
と聞く。

「弘毅正大の心 競進優越を期す 不断刺戟を新たにし 忠実奮って自学せん」
こ う き せいだい こころ きようしんゆ う え つ き ふ だん し げ き あ ら ちゆうじ つ ふ る じ が く

と読み，本校の神戈陵精神の中核という位置づけは，精神的支柱であり，１００年
以上にわたって本校の学徒を鼓舞し続けてきた重みのある言葉である。
出典 研究紀要神戈陵 創刊号の迫田校長(第16代)の創刊に当たってより

【意味】(校長の解釈)
弘毅正大の心
心が広くて，意志を強固に持ち，正しく堂々としている心を持ちましょう。
競進優越を期す
そのためには，お互いに抜きん出るように競い合いながら，勉学に励むことを期待しています。

不断刺戟を新たにし
また，日常のなかにある，新たな刺激を発見できる(見いだす)ことを求めています。

忠実奮って自学せん
積極的に，労苦をいとわず勉学に励み，自ら「弘毅正大の心」を会得してください。

【参考】
唐代に確立された形式のものを近体詩といい，四行で構成されているのを「絶句」と言う。川辺

高校の座右の銘は，五言絶句の詩である。また，絶句の構成は，次のようになっている。
・起句 …… 第一句 (ある内容を，うたい起こす)
・承句 …… 第二句 (起句をうけて，内容を発展させる)
・転句 …… 第三句 (全二句の内容を別の内容に転じる)
・結句 …… 第四句 (詩の全体をまとめる)
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大
心
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神戈陵を渡る風
令和３年度 川辺高校 校長通信 第０１４号 令和３年７月９日(金)発行
７月ももうすぐ半ば。梅雨明けが待ち遠しいですね。３年生は，受験モードに切り替えが完了しま

したか？ 「夏を征するものは，受験を征す」といいます。進路実現に向けてよい日々努力を連ねて
下さい。１・２年生は，高校生活を充実できるように，新たなチャレンジに励んで下さい。

全校朝礼の表彰
なぎなた部 (インターハイ出場)
鹿児島県高等学校総合体育大会

第54回鹿児島県高等学校なぎなた競技大会
(全国・九州大会予選) 5/30(日)開催
試合競技の部
団体試合
団体優勝 川辺高校

個人試合
優勝 上牧 大佳 (川辺高校)
準優勝 國光 蓮 (川辺高校)
３位 迫 莉々樺 (川辺高校)
３位 田代 帆夏 (川辺高校)

演技競技の部
優勝 迫 莉々樺・上牧 大佳 (川辺)
準優勝 國光 蓮・蓮子 結夢 (川辺)
３位 神野 紗南・井料 千夏 (川辺)
３位 砂坂 春璃・田代 帆夏 (川辺)

全校朝礼校長講話より
７月４日(月)

Pick up a flower your
hand can reach

① タイミング
人生は，川を流れる小舟に例えられます。

小舟は常に川の流れの中にあるので，岸辺に
咲いているきれいな花を摘もうとしても，そこを
通るそのときにしか手が届かない。
手の届くときに摘まなければ，その花は永遠

に去って行ってしまう。
今，手に届く花を摘もう?
今だからできることを

今しかできないことをやろう。
② 頑張り
手に取りたい花ならば，手をしっかり伸ばし

て，摘んでみよう。
楽に手が届くものばかりでなくて，もう少し

で届く，頑張れば届く。そんな目標を立てて，

この手に摘んでみよう。



６月２４日 生徒会長選挙
今回の選挙は，立候補者が８名になる，まれ

に見る大激戦となりました。当日開票が行わ
れ，次の３名が選出されました。

生徒会長に金竹蓮音(きんたけ れんと)さん(２－１)

副会長に上牧大佳(かみまき ひろか)さん(２－１)と

副会長の八瀬尾雛乃(やせお ひなの)さん(２－１)
７月２０日の一学期終業式の日には，新しい

生徒会執行部が決定し，生徒会任命式が行
われ，生徒会執行部の新体制がスタートしま
す。これからの活躍がとても楽しみです。

「自由」ってなに？
最近読んだ糸井重里さんのエッセイより

じぶんから「私は，急性胆石性胆嚢(のう)
炎になり，胆嚢の摘出手術を受けました。だか
ら，私には胆嚢がありません。」と言うのはい
い。だって，じぶんのことをカミングアウトしてい
るのだから。(自己判断？ 自己責任？) で
も，他人が「あの人は胆嚢がない」というのは
よくない。
私は，容姿だとか，身体についてのことだと

か，出自だとか，人種だとか，家族関係だとか，
経済状況だとか，変わった癖だとか，一人で思
っていることだとか，これらのことなどは，自分
で判断して，ここで言おうと決めて自分で言う
のはいいと思っています。しかし，他人がそれら
を知っていたとして，それを勝手に言うのはル
ール違反だと思います。重いこと，軽いこと，冗
談になるようでならないこと，すべて，自分の言
いたくないことは言わなくていいし，他人が言
うのはいけないことだと思います。

よく，「自由」ということについて語られること
があります。「自由」の根幹には，自分のことに
ついては，言うか？ 言わないか？ を自分で
決められるということです。これが大事にされ
ている世界は，おそらく住みやすいと思います。
不要な詮索をしないとか，噂話を遠慮しようと
か，そういうルールを作ればいいのかもしれま
せんが，もっと単純でいいと思っています。礼
儀正しい人は，そういうことをしない。そして，そ
んな礼儀正しい人は，人から信頼される。だか
ら，ルールで縛り付けるのではなく，礼儀正しく
過ごせばいいだけなのです。
とにかく，いまの世の中は「言う」ばかりがも

てはやされ過ぎています。いたるところで，「言
わなきゃわからない」，「ちゃんと言え」と言わ
れる始末。しかし，言うに至る前の気持ちや考
えも大切だし，いまここで言うべきでないと判
断があってもいい。特に，自分のことについて
は，自分で決められるものであり，「悪いことじ
ゃないから包み隠さず何でも言え」というの
は，礼儀として間違っていると思います。事実だ
けれども他人に言う気になれないこと，まして
や，他人にそのことについて言われたくないこ
とはあるものです。そのことをどうするかの判
断は，その人にとっての「自由」そのものだと思
います。私は，礼儀正しく過ごしたいものです。



神戈陵を渡る風
令和３年度 川辺高校 校長通信 第０１５号 令和３年７月１６日(金)発行
７月も半分を過ぎ，来週半ばから夏休みです。夏は，何をしますか？ 前半は，夏季補習授業が

実施されます。じっくりと取り組み，学力の定着に励んで下さい。後半は，体育祭に向けた準備も始
まります。こう考えると，意外と夏休みは忙しいものです。進学を考えている人は，新型コロナのこと
を十分に考慮しながらもオープンキャンパスなどに参加して実際にその学校を自分の目で見て，
肌で感じてきて欲しいと思っています。進路決定の準備は，「その学校に行きたい」という強い意志
を持つことから始まります。百聞は一見にしかず。時間を有効に使いましょう。

同窓会員からの寄贈
元同窓会長の前野政美様から野球部へ硬

式野球ボールの寄贈がありました。7/1(木)
同窓生の中馬 悟様が来校されて，藏監督と
私が受け取りました。
本当にありがとうございます。大切に使わせ

ていただきます。

辺高ＭＢＣラジオ出演
本校からのインターハイ出場者代表，２組

７月４日は第１弾として
８月のインターハイ(石川県)に出場する「なぎ
なた部」の代表の國光 蓮さんと田代帆夏さ
んの２人がＭＢＣラジオ日曜午後の「てゲてゲ
ハイスクール」に出演しました。緊張した声で
始まりましたが，岩﨑アナのサポートを受けて，
楽しそうで笑顔溢れる「おしゃべり」でした。

７月１１日は第２弾として
同じく８月のインターハイ(福井県)に自転車競
技(ロードレース)で出場する東大貴さんも「て
ゲてゲハイスクール」に出演しました。彼，特有
の最初からの「軽快なトーク」は，とても楽しく，
素晴らしかったです。



１学年ＰＴＡの様子
７月８日(木)に１学年ＰＴＡを開催しました。

今年度は，新型コロナ感染症まんえん防止対
策として，５月のＰＴＡ総会が文書決議としたこ
とで，入学式以降久しぶりに，１年生の保護者
の皆さんに来校していただけました。このよう
に開催できたことを大変嬉しく思います。

１学年進路講演会

高校生活で，
進路目標を決
定するための
ヒントを得られ
る講演内容だ
と思います。
一年生と保護
者が，この夏
のいろいろな
経験を行い，
向き合って語
り合って進路
目標を明確に
して欲しいもの
です。

人間関係を築く鏡の法則
相手にしたことは，

そのまま自分に返ってきます。
笑顔で接してほしいなら，

まず相手に笑顔であいさつする。
優しくしてほしいなら，

相手にも優しく接する。
いつも意地悪してくる人には
優しくなんてできませんが，

いつも優しくしてくれる人には
優しくしてあげたいと思う。

つまり，そういうことです。
人間関係は，

意外とシンプルかも知れません。

「相手の態度や反応は，自分の態度や気持ち
を映し出したものである」というシンプルな法
則です。自分の使う言葉や態度が相手に影響
を与えており，その結果が相手からそのまま自
分に返ってきます。
例えば，
.相手を非難ばかりしている
.相手の悪い所を指摘ばかりしている
.相手に不誠実に接している

その全て自分に返ってきたらどうですか？
仏教の言葉にもある「因果応報」は，
人はよい行いをすればよい報いがあり，
悪い行いをすれば悪い報いがある
と言われています。
実行することがなかなか難しいからこそ，仏教
の言葉になっていると思います。
マイナスな思考を周囲に発言することは，結果
として自分を貶めることに繋がり，周りも聞い
ていて気持ちのいいものではありません。余裕
をもつことは，人生において大変重要です。
なぜなら，
.自分に余裕がなければ，

人には優しくできません。
.自分に余裕がなければ，

誰かを助けることもできません。
.自分に余裕がなければ，

明るく接することもできません。
だから，心の余裕はとても重要です。
そのためには，自分の心を満たすことがとて

も大切だと思います。これは，私の課題でもあ
ります。
今あるものに感謝して，心も体も健康的に

過ごし，心を満たしていきたいものです。



神戈陵を渡る風
令和３年度 川辺高校 校長通信 第０１６号 令和３年７月２０日(火)発行
何かと，新型コロナウィルスに振り回された令和３年度１学期も本日で終わります。これまで，毎

週末に発行していた「神戈陵を渡る風」ですが，一学期最終号を終業式を行う火曜日に発行しま
す。しばらくのお休みとなりますが，次は，二学期からとなります。
さあ，夏をどう過ごすか？ 夏季補習授業や部活動に励んだり，じっくりと時間をかけて，いろん

なことに挑戦できるのがこの時期です。二学期は，体育祭もあります。先日の全校朝礼での講話の
「手に届く花を摘め」と本日の式辞の「七つの言葉」を意識して行動(挑戦)してみましょう。

学年朝礼
７月１２日(月)

一学年 野木先生(国語)

二学年 井手先生(養護教諭)

三学年 大保先生(数学)
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クラスマッチ
７月１４日(水)

梅雨明けの晴天の中，1学期のクラスマッチ
が行われました。競技は，男子がサッカー，女
子はバレーボールを行いました。途中，突然の
雷が接近したきたため試合を中断しましたが，
成績は，男女ともに，３年１組が優勝しました。
今回は，梅雨明け後の高温の中での実施だっ
たので，熱中症が心配されましたが，生徒の
皆さんは，ちゃんと水分補給に励んで，重度の
熱中症にかかることも無く，もちろん大怪我を
することもなく無事実施できてよかったです。



「＋α学習の会」を
３年生が７／９(金)より始めました。

月・金の放
課 後 と 夏
季補習期
間の放課
後，17:00
ま で の 自
習学習 を
尚学舎で
行っていま
す。

「夏を征する者，受験を征す」と言います。
自ら学ぶ姿勢とその継続は夢実現
の鍵となります。

情報モラル研修 より
７月１５日(木)

今やＳＮＳによる情
報発信は出来て当
たり前の時代です。
しかし，正しい知識
を持って，正しく情
報発信を行わない
と思わぬ大惨事を
引き起こすことがあ
ります。いわゆるバ

カッターとも言われるバイトテロ(アルバイトや
従業員が引き起こした事件・事故)がずいぶん
前からニュースに取り上げられ話題になって
いましたが，未だになくならない現状にありま
す。今日は，正しい知識を得，注意深く情報発
信することの大切さを学びました。

夏季休業中の行事
・夏季補習(前期)・三者面談(全学年)

7/21(水)～7/30(金)
・学校完全閉庁日 8/11～8/13
・夏季補習(後期)(全学年)

8/18(水)～8/27(金)
(8/25～8/27は授業日とし，体育祭練習も実施)

・出前授業(１･２年) 8/20(金)午前
・中学生体験入学 8/24(火)午後

(中学生が117名,保護者は47名参加予定)
・ＰＴＡ奉仕作業 8/29(日) 7:00～8:00

一学期終業式式辞 より
７月２０日(火)

川辺高校は、明治33年(1900年)に鹿児
島県第四中学校として開校されました。昨
年には，創立120周年を迎え，県下有数の
伝統校です。
今年は延期されていた創立120周年記念
式典を新型コロナウイルス感染症の感染
防止に努めながら，11月20日(土)に実施
します。
これからの夏休みを過ごす皆さんに勇気
づける言葉を贈ります。私はこれらは，人生
において大切なことだと思っています。

分かってはいても日々の生活に流され，
忘れてしまっていることがたくさんあります。
これらの言葉を心に留めて，意識しなが

ら行動(生活)することを願っています。



神戈陵を渡る風
令和３年度 川辺高校 校長通信 第０１７号 令和３年８月２０日(金)発行
夏休み後半の夏季補習が始まり，二学期が実質上スタートしたようなものでしょうか？ 「神戈

陵を渡る風」を，少しだけ早めて，夏休み・特別号を今週と来週発行します。第一弾は夏休み期間
中の皆さんの活躍を振り返ってみたいと思います。 今夏も大活躍！！辺高生

受験を征する夏！
「＋α学習の会」 ９ to ５

８／３～８／５
３年生が自主参加

尚学舎にて一日８時
間の自習学習を実
行するイベントを行
いました。
私が思うに，夏を征
するとは，一人ひとり
が己と向き合い真剣
に勉強に励む時間を

たくさん持つ
ことです。
がんばった成
果はすぐにで
はなく，後から
出てくるもの
です。
諦めずに，己

を信じ，努力を続けることが大切だと確信し
ています。 チェスト辺高生

「夏を征する者，受験を征す」

目指せ夢実現

『ふうりんの小径』ボランティア参加
７月１７日(土)
７月３１日(土)
８月２９日(日)

南九州市観光協
会と連携し，地域
の新しい風物詩を
目指して「ふうりん
の小径」というイベ
ントに延５０人もの
本校生が参加しま
した。情報発信の
正しい知識を学ぼ
うと講師を立てて
挑んだインスタライ
ブ(初体験)は，一
人ひとりが自分の
役割を認識し，一
生懸命活躍してい
ました。この件で地
元の魅力を発見
し，人に伝えること
の難しさと同時に

楽しさを体験できました。
今後の活動の良い方向
付けと動機付けが出来た
と思っています。



『かわなべ軒先夜市』のボランティア参加
７月２４日(土)

地域行事に積
極的に参加す
る本校の生徒
たちは，とても
生き生きとして
活動していま
す。
地域の方々に
元気な辺高生
の姿をもっとも
っと見てもらい
たいものです。

←受付を
している
生徒の様子

月野太陽くんの↑
単独ステージ！

←演奏で盛り上げ
た音楽部(少人数
でも頑張りました)

学童保育実習 より
８月２日(月)～８月４日(水)

(一日目の様子)
川辺高校生は，様々
なボランティアに参
加しています。昨年
から今年にかけて，
新型コロナ感染症

の感染拡大防止を鑑みて地域の大きなイ
ベントは中止となることが多くて残念です。
しかし，地域の児童・生徒達は日常の生活
を送っています。
今回は学童にいる児童と高校生のふれあ
いの場を作ろうと川辺高校活性化協議会
のＷＧ(ワークグループ)による企画で，高
校生による学童保育への出張保育が実現
しました。延べ２６名もの高校生が自主的
に参加して子育て支援に携わる職業体験
として「生徒による出前保育」を３日間行
いました。事前に生徒が企画し，絵本の読
み聞かせや知恵と工夫を凝らした工作や
ゲーム(一日目は巨大シャボン玉作戦)な
どを通して子どもたちと楽しく学んでいま

す。宿題などの学習の
サポート(二日目以
降)もしました。生徒も
そうですが，学童の皆
さんもとても楽しそう
でした。この企画が，
参加した生徒の夢や

目標の設定に役立てれば幸いです。



神戈陵を渡る風
令和３年度 川辺高校 校長通信 第０１８号 令和３年８月２７日(金)発行
夏休みもあと数日。８月２５～２７日は，体育祭に向けての準備・練習を行うために，授業日となり

ました。実質，二学期がスタートしました？ 「神戈陵を渡る風」は，少しだけ繰り上げて発行してお
り，夏休み特別号第二弾です。夏休み期間後半の活動を振り返る予定でしたが，新型コロナ感染
症の爆発的感染拡大の影響と大変な大雨が長い間続き，夏季補習も一部中止するなど多くの行
事を中止することになりました。特に，コロナウィルスについては，「持ち込まない」「持ち込ませな
い」「拡げない」ことを徹底し，今後，学校行事は十分検討した上で，中止や規模を縮小しての開
催となることをご了承下さい。更に，学校での対策に加えて，各ご家庭におかれても感染防止対策
の御協力をお願いいたします。(行事や対策の詳細については，随時文書にてお知らせします。)

落下防止策(教室と廊下)
取り付け工事完了

８月上旬，以前から危惧されていた校舎か
らの不慮の墜落防止対策として金属棒の設
置工事が完了しました。今回の工事では，各
教室の窓と廊下の窓に，この金属の棒が取り
付けられました。安全管理上の工事を完了し

ましたが，今後
も川辺高校は，
危険防止・回
避のための工
夫・改善に努め
てまいります。

神戈陵登山道整備

(山頂の広場)
同じく８月上旬，創立１２０周年記念事業の

一つとして，神戈陵登山道の整備も完了しまし
た。本校生徒もですが，同窓生の皆さんもどう
ぞ神戈陵へいらして下さい。

(頂上までもう少し) (中腹から校庭・校舎)

(神戈陵から望む校庭と校舎)



令和３年度『インターハイ』の結果
なぎなた 8月8～13日(石川県)
演技の部

全国第３位 おめでとう

國光 蓮・蓮子結夢
(ともに３年生で福平中出身)

自転車 ８月２３日(福井県)

ロードレース 東 大貴(川辺中出身)

よく頑張った

北九州市内大学ガイダンス(中止)
８／１９(木)自主参加予定

この日は，尚学舎に於いて，今年で３回目
となる北九州市内にある大学のガイダンス
を開催する予定でした。しかしながら，新型
コロナの爆発的感染拡大の影響と，8月の
豪雨の影響で中止となりました。南九州市
は北九州市と姉妹都市の関係にあることか
ら始まったちょっと変わった大学ガイダンス
です。色々な大学のことや北九州市のことを
学ぶ絶好の機会でしたが，今回は開催でき
なかったことは，大変残念です。

大学等出前授業(中止)
８／２０(金)１・２年生が参加予定

今年は，県内にある大学・短大を中心に、
川辺高校で大学の先生の授業を体験して
もらえるように出前授業を計画していまし
た。この行事も，新型コロナの影響と，豪雨
の影響で開催を中止しました。高校の学び
の先にある大学での授業を実際に体験す
ることで進路決定のきっかけになるという趣
旨での学校行事ですが，大変残念です。こ
の行事については，代替の企画を計画して
います。Online形式となりますが，多くの大
学の講座や授業を選択して，体験できる時
間を設定します。自分の進路は自分で決め
る。そのためには自ら行動し，資料を集める
ことが大切です。積極的に動くことが肝要
です。そのためには，正しい情報を求め，吟
味(取捨選択)する力をつけることも大切に
なります。積極的に動きましょう。

『中学生一日体験入学』(中止)
８／２４(火)

今年は，１２２名もの中学生が一日体験入
学に参加申し込みをしてくれていました。た
くさん参加者数に，私たちは，としてもワクワ
クしながら準備を進めていました。しかしな
がら，この行事も新型コロナ感染症の全国
的な感染拡大の状況に鑑み，参加する皆さ
んの健康を守ることを優先して中止という
苦渋の決断を行いました。参加申込みを行
った中学生の皆さんには，川辺高校を紹介
する新らたな動画を(今回の体験入学で予
定していた授業内容などを含みます)新た
に作成し，鑑賞してもらえるように準備をし
ています。完成後，お知らせするので楽しみ
にしていて下さい。川辺高校の日頃の様子
を模擬体験できることと思います。また，辺
高生は，動画制作に向けた積極的な協力を
お願いします。この動画を通じて，たくさんの
中学生の皆さんが，川辺高校のよさを感じ
てもらい，来春，川辺高校入学を目指してく
れることを期待して，待っています。

川辺高校で学ぼう！



神戈陵を渡る風
令和３年度 川辺高校 校長通信 第０１９号 令和３年９月３日(金)発行
いよいよ二学期が始まりました。明日は，体育祭本番となります。これまで熱いなか，体調管理を

行いながら，準備してきた成果を十分に発揮するときです。本番でも，熱中症と新型コロナ感染症
の予防に取り組みながら，体育祭を楽しみ，かけがえのない思い出としましょう。

二学期始業式式辞
皆さん，夏休みは何に挑戦しましたか？ 何

を体験しましたか？ どんな嬉しいことがあり
ましたか？ もしかして，悔しいことや悲しいこ
とがありましたか？ それらの体験は今の自
分にしか出来ないことでしたか？ 終業式前
後に「手に届く花を摘め」の話をしました。貴
重な体験を次にどう生かすかも大切です。終
わったと思って安心したり，止まっていては何に
もなりません。いよいよ，２学期がスタートしま
す。全校生徒161名がこの２学期をどう過ご
すかが大切になります。
このスタートに際し，コロナ渦で，日常生活

は混乱した状態がまだまだ続きそうですが，２
学期にも色々な学校行事が開催されます。ま
ずは，今週末の体育祭ですね。この非常事態
の中では，今まで持ち合わせていた価値観が
大きく変わってきています。新しいスタイルの体
育祭となることと思います。みんなにとって高校
生活の大切な思い出や体験となる体育祭にし
ようではありませんか。誰かにやらされている
体育祭ではなく，自分から進んで行動する体
育祭を作り上げて欲しいと思っています。
これから２学期を送るうえで，川辺高校の皆

さんを勇気づける言葉として「知覚動
考」を贈りたいと思います。

「一生懸命になる」事は素晴らしい
今年の夏開催された，東京オリンピックにつ

いて考えてみたいと思います。新型コロナ渦で
のスポーツの祭典「東京オリンピック２０２０」
の開催については，賛否両論がありますが，こ
こではそのことはおいといて，今回の競技で活
躍した選手を見ていて感動した気持ちについ
て，私の考えを述べさせてもらいます。
一言で表すと「一生懸命になることが素晴

らしい」ということです。
世界中のアスリートが真剣勝負に挑んだ東

京五輪2020での競技は，本人の努力だけで
得た結果ではありません。あるときは，つらく，
苦しい努力を続けた者がつかんだ栄冠でもあ
り，心底プレーを楽しんだ結果がもたらした栄
冠もあることでしょう。それまでの努力の裏に
は，多くのサポーター(応援者)がいることを忘
れてはいけないと思います。家族や恋人による
精神面のサポートや，コーチや専属スタッフの
技術的なサポート，そのほかにも栄養面や健
康面等あらゆる場面でサポートしてくれる人々
がいたことでしょう。そして，一生懸命に声援を
送ってくれた人もいたことでしょう。アスリート
には，表に出てこないサポーターもたくさんい
ます。それらの思いが結集して結果は生まれた
と思います。どの競技・演技にもドラマがありま
す。その直向きな思いゆえに，彼らは輝いてい
ます。一生懸命になることが素晴らしい。同様
に，一生懸命な人を支える人も素晴らしいの
です。そのこと(姿)が見ている人に感動を与え
ています。今年の夏は，多くの感動を受けまし
た。今ある力を大舞台で出し切ろうと頑張って
いる姿を見ながら，いつの日か，辺高生が，一
生懸命になっていたり，頑張っている人をサポ
ート(応援)していたりする姿を，私は想像しな
がらワクワク(期待)・ドキドキしています。

羽ばたけ辺高生



ＰＴＡ奉仕作業(中止)
同窓生によるグラウンド整備(完了)

新型コロナ感染症感染拡大防止のため，体
育祭を生徒と職員だけの無観客としたことで，
８月末のＰＴＡ奉仕作業及び２学年ＰＴＡが中
止となりました。例年，ＰＴＡ奉仕作業で体育祭
に向けたグラウンド整備を行っていましたが，
今回は中止となり，体育祭に向けてグラウンド
コンディションが大変心配していました。ところ
が，この状況に同窓生の企業(森田建設さん
と加覧組さん)が御協力いただき，８月末にグ
ラウンドを大変綺麗に整備していただきまし
た。おかげさまで，生徒達も安心して体育祭に
取り組めることとなりました。誠にありがたいこ
とです。２つの企業様には，この場を借りして，
厚く御礼を申し上げます。

(大変高価な機材で整備していただきました。)

(綺麗な土の色に変わっています。)

(素晴らしいコンディションになりました)
皆さん，支援して下さった同窓生の活動(奉

仕)に御礼を言いましょう。私たちは多くの支援
を受けて活動できています。グラウンド整備を
して下さった方々の思いを追い風であると感じ
て欲しいものです。そして，体育祭では思う存
分，プレーや演技に励み，全力で楽しんで下さ
い。
更に，いつも応援して下さる保護者や同窓

生，地域の方々。新型コロナ感染症に負けず，
川辺高校はこれからも元気に教育活動を継
続していきます。今年の体育祭を披露できず，
大変残念かつ申し訳なく思っております。



神戈陵を渡る風
令和３年度 川辺高校 校長通信 第０２０号 令和３年９月１０日(金)発行
新型コロナ感染症のまんえん防止対策として，無観客開催となった神戈陵祭 体育祭も無事

終了しました。3年生は，これからが進路決定に向けてギアを上げる時期になります。覚悟はいい
ですか？ １・２年生は，色々なことに意欲的に挑戦し，自分にしか出来ないことを体験して下さい。
まだまだ，新型コロナ感染症の感染予防が続きます。油断せず，高校生活を充実させましょう。

神戈陵祭 体育祭
令和３年９月４日

今年の体育祭は，『今年は残念ながら無観
客となりましたが，「Be together as one
～繋ごう 僕らの奇跡～」のスローガンのも
と，川辺高等学校第７４回神戈陵祭 体育祭
が開催できることを嬉しく思っています。

(中略)
今日一日，怪我無く一生懸命取り組んで，

閉会式の時，皆さんの満足した顔が見られる
ことを期待しています。』といった校長あいさつ
で体育祭は始まりました。

校庭では，生徒達の一生懸命のプレーとそれ
をサーポートとする先生達の懸命な努力が繰
り広げられていました。

辺高名物(川辺高校生の一日)

リズムなぎなたの演舞

神戈陵杯争奪学級対抗リレー(２－２優勝)



先生達も頑張った３年生創作ダンス

３年応援団

２年応援団

１年応援団

3年生進路実現準備開始
令和３年９月１日

始業式が一斉放送で行われたこの日の２
限目，３年生は体育館に集合し，今後の進路
決定に向けた諸手続の説明会がありました。
進路決定には，多くの手続きが必要となりま
す。確実に一つ一つの手続きを完了させるの
と同時に，勉強などの事前準備との両立が鍵
になります。きちんとした計画・準備に基づき，
一つ一つ積み上げていくことが大切です。

「体育祭」の写真・動画についてお知らせ
今年の体育祭は，無観客の開催となったた

め，保護者の皆様に体育祭の様子を見ていた
だけませんでした。学校では，卒業アルバム用
に「フォートタツノ」さんに学校行事のスナップ
写真撮影をお願いしてあります。
今年は，体育祭だけでなく，これまでの学校

行事のスナップ写真 ㊟( 3年生主体の写真と
なっています)を販売することになりました。具
体的な注文・購入の方法については，後日お
知らせいたします。
また，生徒・職員で体育祭の動画撮影を行

いました。体育祭ダイジェスト版動画集(各競
技の様子等)の制作は完了しています。ご視聴
の方法は，後日お知らせいたします。



神戈陵を渡る風
令和３年度 川辺高校 校長通信 第０２１号 令和３年９月１７日(金)発行
新型コロナ感染症のまんえん防止は大変身近なものとなってきました。感染防止対策の徹底

は，一人一人の協力が鍵を握っています。無観客開催となった体育祭や中止になった２学年ＰＴＡ
等もあり，川辺高校は注意深く行事を実施しています。現在のところ，授業に関しては，ほぼ通常通
りの内容が実践されていますので，ご安心下さい。3年生は，これからが進路決定に向けた試練の
時期が続きます。就職試験も始まりました。進学については，総合型選抜(旧ＡＯ入試)や学校推薦
型選抜(旧推薦入試)等も始まりだしています。今後は，土日の模擬試験も続きます。覚悟して取り
組んで下さい。１・２年生は，まずは，感染防止に努めながら色々と挑戦して下さい。

学年朝礼より
９月１０日(金)

【１学年講話】 (上原先生)

電子黒板を用いてパワーポイントを使用した
プレゼンで，「体育祭で得たものを次に活か
す」ことをテーマに，具体的な例を示したとても
わかりやすい講話でした。

【２学年講話】 (郡山先生)

川辺高校に入学してよかったと思うためには，
進路実現も重要だ。そのために今何をなすべ
きかの問いかけからはじまる講話でした。

【３学年講話】 (藏 先生)

テーマは具体と抽象についてで，「ちゃんと朝
ご飯食べました」「しっかりと勉強しました」と
言うときの【ちゃんと】とか【しっかり】ってどん
な様子を示しているの？という質問から講話
が始まりました。

川辺高校には，話の上手な先生がたくさん
います。それぞれの特徴を活かした先生方の
講話は，生徒皆さんの心に響いていると思い
ます。皆さんは，一つ一つのことを実践していく
ように挑戦して下さい。月一回ある学年朝礼
では，今の皆さんに必要なことをテーマとした
講話が設定されています。そのとき，そのときの
自分の状況を的確に判断し，行動することと
能力が重要だと思います。



３年生を激励する会
令和３年９月９日

『念ずれば，花開く』
この言葉は，熊本県出身の詩人，坂村真民

（さかむら しんみん）という人の詩の一節に出てくる言
葉で「念ずれば，花開く」これは，ただ念じてい
ればとか，じっとお願いをしていれば夢がかな
うという意味ではありません。 この言葉の意
味は，何事も一生懸命に祈るように努力をす
れば，自ずから道は開けるとか，夢や目標がか
なうという意味です。また，「念」という字を分
解すると「今」と「心」になります。これは「目の
前にある事を一生懸命やる」ということです。
言葉を換えて言えば「実践」することです。
「念」とは，「今の心」であり，「今，目の前にあ
る事を一生懸命やること」を表しています。さら
に「念じる」という言葉には「実践する」という
意味があります。 「念ずれば，花開く」という
言葉の裏には，「今」をたいせつにして生きな
いと，花は開かないという意味があります。
「今」をいい加減に生きると，次の瞬間もいい
加減なものとなり，いい加減な生活しか送れな
いことになります。これは，いつもどんな時も緊
張して生活を続けるということではなくて，リラ
ックスする時には，思いっ切りリラックスすると
いうことであり，「今」に，けじめをつけて生活
することだと思います。

(校長激励のことばより前半部分を抜粋)

三密を避けるために体育館に集合しました。

校長・教頭・生徒代表

記念品のキーホルダー

キーホルダーは鞄に取り付けられます。

新看板設置のお知らせ

インターハイ出場決定と
令和２年度進路実績を示した看板(７月)

同窓会が学校を応援する看板(７月)

インターハイ(全国)３位を祝して設置(８月)
同窓会の御協力で，生徒の活躍をお知らせで
きる看板が続々と設置されています。

体育祭ＤＶＤ(動画)についてお知らせ
先週末から，体育祭動画のＤＶＤが各学級

で視聴できるように貸し出しが始まっていま
す。今回の動画は，主としてＰＣでの再生を想
定して制作しております。一般のＤＶＤプレーヤ
ーでは未対応のものもあるかと思います。視聴
できない場合は，ＤＶＤプレーヤー対応のもの
も別に制作してあります。学校に連絡下さい。
なお，この動画をＳＮＳやＹｏｕＴｕｂｅ等にアップ
ロードは，厳に行わないようお願いいたします。



神戈陵を渡る風
令和３年度 川辺高校 校長通信 第０２２号 令和３年９月２４日(金)発行
お彼岸を迎え，朝夕はずいぶん過ごしやすくなってきました。実力考査を終えたばかりですが，９

月も下旬となり，共通テストの出願期間が９月２７日～１０月７日と間近に迫ってきました。また，公
務員や一般企業の就職試験，大学･短大･専門学校の推薦入試等の出願も始まっています。
いまここで大事なことは，３年生のみならず１・２年生も協力して，新型コロナウイルスを「持ち込

まない」「持ち出さない」「拡げない」という強い自覚のもと，具体的には，３密の回避，マスクの着
用，手洗いの励行という基本的な対策の実践を継続しましょう。全校生徒･職員が一丸となって協
力することで，この前代未聞のコロナ禍という難局を乗り越えましょう。

学 校 行 事 ス ナ ッ プ 写 真 販 売 中

体育祭をはじめ，文化祭などいくつかの学校
行事のスナップ写真の販売が期間限定(今月
いっぱい)で行われています。見本写真は，２階
脱靴場から図書館に向けた壁面に掲示中で
す。欲しい方は，忘れずに注文して下さい。

２ 年 生 講 演 会
令和３年９月１５日

『企業が欲しい人材・欲しくない人材』
講 師 筈山 智広 氏
株式会社Misumi 総務部長兼人事課長

株式会社Misumiの紹介と時折ジョークを
交えた楽しい講演か゛始まりました。本題の企
業が欲しい人材と欲しくない人材については，
長年企業で採用を担当している方だからこそ
言える内容で，生徒達にとって新鮮な学びだっ
たと思います。

・職場はコミュニケーションが大事かつ， 素
直な人がいい。(気持ちのいい返事とあいさつ)
・「一緒に働きたいと思える人を採用する」
・「コツコツ真面目・指示されたことだけする

→ＡＩに取って代わられる」
・「生まれ育った街で働ける素晴らしさを知
って欲しい」



コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 考 え る
先日の２学年講演会にあった「コミュニケー

ションが大事！」とは，どういうことが出来てほ
しいのでしょうか。単に，自分はおしゃべりが上
手だけでは，コミュニケーション能力が備わっ
ていると言えません。大事なのは，「相手の話
をちゃんと聞けること」ということでした。
では，具体的にはどのようにすれば，上手な

コミュニケーションがとれるようになるのか。ま
ずは，コミュニケーションの必要性について考
えてみます。
①人間関係を築くため
自分を知ってもらうことだけではなく、相手

側のことを理解することが必須です。仲が良く
なるために、お互いのことを理解し、積極的に
話しかけることになります。
②情報の交換・共有をするため
人と人とのコミュニケーションの目的の1つ

は、お互いの知らない「新たな情報」を得るこ
とです。「報告・連絡・相談」を通じて「新たな
情報」を得ることになります。
③相手に働きかけるため
人とコミュニケーションをするには、誤解は

つきものです。真実を(その方向性を)理解して
もらうために、相手を導き促す＝働きかけをす
る＝「説得」をすることになります。

相手と協力することも「相手に働きかける」
ということになります。「情報の交換」や「人間
関係を築く」ことが大切です。その他にも、コミ
ュニケーションには，相手に指示や命令、依頼
することもあります。
コミュニケーションの目的を理解できれば

「必要性」に必然的に繋がります。逆にいえ
ば、コミュニケーションをすることをしなければ、
良好な人間関係を築くことができず、情報を
共有して「新たな気づき」を得る機会もなくな
るということになります。

→

次に，具体的に話し上手になるためには、次
のように相手のことを考えることが必要です。

①相手へ興味・関心を強く持って、気持ちを読
み取ろう
相手に関心がないということは、自分だけの

ことを考えている傾向にあります。相手がどの
ように物事を考えているのか、経験や情報、感
情を読み取って関心を強く持つことが大切で
す。

②相手との一体感を大切にしよう
例えば「仕事内容」や「出身地」が同じな

ど、コミュニケーションをする際に共通な話題
があるはずです。趣味の話しや、新たに体験し
た話しなどを共有していくことでお互い「一体
感」ができ、親近感や安心感、好意を持ちやす
い

③相手の話しを良く「聴く人」は話し上手であ
る
相手の話しを聞くことができる人は、話すこ

とがよくできる人です。相手の話しを「聴き」ポ
イントを拾って、情報を広げる

④相手に分かりやすく話すこと
自分の知っている情報を相手に伝えるため

には、分かりやすく話すことが大切。「あれ」と
は何なのか、「こうやってする」とはどのように
するのか具体的に示してあげることがコミュニ
ケーションでは重要です。

× ×

◎



神戈陵を渡る風
令和３年度 川辺高校 校長通信 第０２３号 令和３年１０月１日(金)発行
今日から１０月になり，少しずつ秋も感じられるようになりました。新型コロナ感染症の第５波は，

収まりつつあるのでしょうか。川辺高校では，感染防止に努めながら，授業に関しては，滞ることな
く通常通り実施できています。しかしながら，、いくつかの学校行事は規模を縮小して開催したり，
延期や中止の判断を今後も継続していかなければなりません。新型コロナウイルス感染症につい
ては，「持ち込まない」「持ち出さない」「拡げない」を基本方針として学校での教育活動を展開し
ております。継続は，かなり苦しいこととは思いますが，感染防止に協力をお願いいたします。

今年の体育祭ＤＶＤについては，現在クラス
ごとに複数枚貸し出し中です。まだ視聴になら
れていない方は，もうしばらくお待ちください。

教育相談(9/21～９／３０)
この期間に川辺高校では，定期教育相談を

行っていました。日頃の学校で抱えた問題点
や疑問点はこういう機会でも利用して相談し
て下さい。すぐにでも解決できるようなことや，
一緒に時間をかけてでも解決に向けて行動を
はじめることもあるでしょう。決して一人で悩ん
だり，抱え込んだりしないで下さい。このような
相談は期間にとらわれず，いつでもどうぞ。

勉強の意義について

知る→わかる→できる→している
勉強とは，一つ一つの壁を乗り越えることの繰
り返しである。コツは三日坊主にしないこと。
「知らない」を「知る」そして「している」までに
レベルアップすることが勉強の本質。

「やってみないとわからない」そして、
「継続は力なり」である。



聞き上手は声美人！
「愛想良く人の話を聞く態度を表情で示せ
ば、良い声が出せる」
ニコニコしながら、「あなたの話をしっかり聞

いていますよ」という視線・表情を送れば、自
然と発声のために良い状態になり、良い声が
出せるようになるということです。良い声が出
せるようになる３つの挑戦(表情筋を使うコツ)
を紹介します。

① 目をしっかり開く
「目を開く」た
めに使われる
表情筋は、「喉
を開く」ために
も使われ、ボイ
ストレーニング
では「声を出
すときには、目
をしっかり開
く」ように指導
されます。

目をしっかり開くことで、喉が開き、声帯に
適度なテンションがかかって声に「張り」が出
たり、響きが豊かになって「深い声」になったり
します。さらに、声の「距離」や「方向」をコント
ロールしやすくなります。
逆に、「目のあまり開いていない状態」にな

ってしまうと………
・半開きの目で「目力」の弱い状態（声の

「距離」や「方向」があまり強くない状態）
→眠そうな声、やる気の無さそうな声になっ
てしまいます。
・半開きの目で「目力」の強い状態
→声が「鋭すぎる」「圧力が強すぎる」状態
となり、不機嫌そうな印象の声になってしまい
ます。

② 耳をすます
「耳をすます」とき
の表情をすると…
……
・眉が上がる
・耳まわりの表

情筋に力が入る
・頭皮の下の筋

肉に力が入る
という感じになると

思います。この「表情筋の使われ方」も、上の
「目をしっかり開く」と同じように、「喉を開きや
すい」状態にする効果があります。
目をあんまりがっつり開きすぎると気持ち悪

くなるので、「不自然」でないレベルの「良い
表情」になるように心がけましょう。

③ ほほえむ
「ほほえむ」意
識でいると、口
角や上唇全体
が上がります
が、この表情筋
の働きも「喉を
開きやすい」状
態になるのに、
無くてはならな
いものです。
口角や上唇

全体が上がる
と、「喉が開きやすくなる」のに加えて、「下あ
ごや下唇に頼った発声」になりにくくなるという
のも大きなメリットです。
また、口角が落ちてしまうと、途端に喉声に

なってしまいやすくなるので、「ほほえむ」よう
な表情でいることは良い声になるために重要
なポイントです。
さらに、口角や上唇全体が軽く上がった状

態だと、声がこもりにくくなって、
・発音がクリアになる
・明るく、前向きな印象の声になる
・楽に大きな声が出せる

という効果もあるのだそうです。
さらに、「笑

う」ときは必ず
「理想的な腹
式呼吸」になり
ます。笑ってい
る ときの呼吸
は、非常に発声
に適した呼吸
だからです。
それを利用し
て、「ほほえむ」
顔でいることで
「今、笑っている

んだ」と身体に誤解をさせたり、実際に軽く笑
う感じで息を出してみることで、「笑っていると
きの理想的な腹式呼吸」に近い状態で声を出
すことができるようになります。



神戈陵を渡る風
令和３年度 川辺高校 校長通信 第０２４号 令和３年１０月８日(金)発行
来週１１日から中間考査が始まります。９月の３年生を激励する会で贈った激励の言葉「念ずれ

ば花開く」については，以前の通信でも触れました。中間考査に向けた勉強(準備)は万全です
か？。この土日は追い込みでしょうか？。まさか，何もせず，運を天に任せているようでは，大変残念
です。(天はそれほど甘くありません。)目の前にある試験(事柄)から逃げることなく，一生懸命に努
力を続けて下さい。その努力はいつか，みんなを助けてくれるものです。今度の試験のときか？ ま
たは，別のピンチに陥ったときなのか？ 「努力すれば道は開かれる」と信じて行動しましょう。

３年生を激励する会
令和３年９月９日

『勉強は考え方が重要』
このことについても，９月の激励会で3年生

に話した内容です。やってみませんか。

①ポジティブシンキング
「自分にもできる」と思っていれば
□前向きな行動ができ，成長を楽しめる。
□夢や目標に向かって，行動を続けられる。
②ネガティブシンキング
「自分にはできない，～がないとできない」
と思っていたら
□困難に直面したとき，あきらめやすい。

→どんどん自信を失ってしまう。
あなたは，①と②のどちらを意識しますか？
選択で結果が変わります。
①がいいと思ってもなかなか出来ない？
前向きな考え方を身につけるためには，どう

すればいい？
答えは，練習する！しかありません。
◎自分の考え方や行動のパターンを知ろう。
◎変えたいところを少しずつでも変えよう。

(校長激励のことばより)

糸井重里さんの「エッセーのようなもの(今日
のダーリン)」を毎日読んでいます。
今日は，「ひとつ手前」について紹介します。
暑かった夏が，もう思い出のようになりかけ

ています。夏には想像すら出来なかった冬は，
秋が深まるにつれて，やがて冬が来るなと感じ
られるようになっていきます。夏に，「冬がくる」
というと冗談に聞こえますが，今は冬ではない
けど，冬を感じる。これは，「ひとつ手前」になっ
ったということです。そこ(冬→目的地)に行っ
たようなものであり，秋の「ひとつ手前」の夏に
は、冬の成分はありません。これは，決勝の試
合に例えると優勝の「ひとつ手前」であり，「ひ
とつ手前(決勝)」にどうやって行くのかのほう
が、「そこ（優勝）」するよりも大変です。もう
「ひとつ手前」に行けたら「そこ」と言えるくら
いなんだけど、「ひとつ手前」まだ優勝ではな
いけれど，ワクワク･ドキドキする時間である。
私はやがて訪れる冬を楽しみにしています。



「フードデザイン」授業紹介
９月２１日(火)３・４限目

川辺高校では，３年次の選択教科の中に
「フードデザイン」という教科があります。
昨年度は，工夫を凝らしたお弁当やスイー

ツなどにも挑戦しています。(下は昨年の料理)

今年は，７名の生徒が，色々な料理に挑戦し
ていますが，この日は「イカさばき」に挑戦しま
した。

先生のお手本を見て，各自挑戦！しています。

一生懸命頑張りました。

最後は炒めたイカを堪能しました。美味！

「体験入学」代替動画紹介
８月に予定されていた中学生体験入学は新

型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を
考慮して中止としました。皆さんには，体験入
学の当日に向けて事前の準備をお願いしてい
ましたが，代わりになる学校紹介を行うために
有志(生徒会メンバーを含む)による，生徒によ
る学校紹介の動画を制作(力作揃い)しまし
た。まもなく，各中学校にＤＶＤを配布します。
完成した動画を見てみたいときは，気軽に校
長室に来て下さい。いつでも鑑賞できます。



神戈陵を渡る風
令和３年度 川辺高校 校長通信 第０２５号 令和３年１０月１５日(金)発行
中間考査が終わりホッと一息ついているところでしょうか？。早いもので，１０月も半分過ぎまし

た。秋を感じ，間もなく冬の訪れを感じる季節となりました。皆さんは，どんな秋を想像しますか？
スポーツの秋，芸術の秋，読書の秋，食欲の秋などいろいろありますね。昨日の芸術鑑賞会いかが
でしたか。プロの役者による演劇。まさに芸術の秋。その時節にあった行事で季節を感じ，自分の
見識を広めましょう。来週は，伝統の３３㎞遠行です。コースには，どんな秋を発見できますか？
学校から吹上浜海浜公園まで往復のRun＆Walk，楽しみながら完走・完歩を目指しましょう。

学年朝礼より 10／4(月)
【３学年堂下先生のお話】

ボクシングに興味がありますか？私の最も尊
敬しているボクシング世界チャンピオンにマニ
ー･パッキャオ選手がいます。もう引退していま
すが，フライ級からスーパーウェルター級まで
の６階級で世界チャンピオンになりました。彼
は，貧しい家庭に生まれ努力して世界チャンピ
オンになりました。彼はインタビューで「一番大
事なのはDISCIPLINE(規律・自制)だ。」と答
えています。これは，君たちの勉強にもつなが
る言葉です。何でも楽しむことは大切です。で
もそれだけでは成果が上がりにくい。目標に向
けてルールを設け守り続けることが必要となり
ます。そして，PATIENCE(忍耐)も必要です。
一度決めたら自分を自制し，忍耐強く，我慢強
く取り組み，自分のものにして下さい。

【２学年大畠先生のお話】

自分から何かをやりたい，やってみたいと思

って取り組む時間はあっという間に過ぎていき
ます。勉強はやらされている感が強く，なかな
か「楽しんで学ぶ」ということは難しいかもしれ
ません。得意な教科の勉強から始めて，二課
で教科の勉強まで一気に取り組むというのは
どうでしょうか。自分が興味や関心を持ってい
ることがあれば，深く掘り下げて学んで見ると，
そこには広がりがあり，知識となり，自信や強
みになり，自分の進む道が見えてくるかもしれ
ません。諦めてしまうより，一歩踏み出して行動
を起こす勇気を持って下さい。

【１学年永長先生のお話】

アメリカ建国の父といわれるベンジャミン・フラ
ンクリンの名言から学ぶ「時間の大切さ」

Time is money
１００ドル札の肖像画に描かれているフランクリ
ンは，科学者であり，事業家であり，政治家で
もある多彩な才能を持っている人物です。アメ
リカ独立宣言の作成に関わった人で，「自由と
平等」といった人間の威厳をかけた戦いに粘
り強く訴え続け，アメリカで最も人気のある偉
人の一人です。時間は，すべての人に平等で
あり，有効活用することで，価値が高まります。
自らやりたいことを探し，目標を見つける一助
になるのは読書だと思います。これからの読書
の秋，いい本と出会えるといいですね。



努 力 の 継 続 法

あるお坊さんの法話より

努力を継続する事，皆さんは得意ですか？
人生で自分の夢を叶える為に，努力は不可

欠なものです。しかし，努力を継続することほ
ど困難なことはありません。努力をすれば夢が
叶うとわかっているのに，私たちは努力を続け
られない言い訳を探して，逃げだし，楽しようと
しまいがちです。そんな自分が嫌になり，自信
を失ってしまう人もいるのではないでしょうか？
私たちはどうしたら努力を継続できるのでしょ
うか？

「努力は進歩の為にある。成功の大きい・小さ
いは考えるべきではない。」
これは，お釈迦さまの言葉です。
私たちは，努力に対してすぐに目に見えるよ

うな大きな成果を求めてしまいます。自分の努
力はすぐに報われ・大きな成功が訪れると期
待してしまうのです。しかし，そんなことはなか
なかありません。そんなに簡単な事なら世の中
の全ての人が，夢を叶えられる事になってしま
います。お釈迦さまは仰っています。

努力は進歩の為にするものなのであって，
夢を叶える為だけにするものではないのです。

今の自分より少しでも先に進めるように・成
長できるように，自分を信じて，自分のやるべ
きことをコツコツと積み上げる，これが努力な
のです。

これを意識していないと努力を継続することは
難しいと思います。
努力する＝夢が叶う にしてしまうと，結果

が出ない期間に対して，自分が頑張ってきた
ことが全て無意味なことのように感じてしまい
がちです。努力を夢が叶うか・叶わないかで
判断してしまっていて，今の自分が少しずつで
も進歩していることに気づけないのです。これ
では努力を継続できるはずがありません，努
力しても何の意味もないと思い込んでしまって
いるのですから。ではどう考えれば努力の継
続を前向きに捉えられるのでしょうか？ 努力
をする事で自分の夢に少しずつ近づいている
ようなイメージを持つとよいと思います。日々の
努力の成功は小さいものかもしれません。しか
しその小さな成功の積み重ねが自分の歩んだ
道となり，自分の自信になるのです。目の前に
大きな壁が立ちはだかり，逃げ出したくなった
時，ふと自分の後ろを見てください。そこには
自分の歩んできた道がしっかりとあるはずで
す。それを見れば目の前の壁を乗り越える事
が出来る勇気・自信が湧いてきます。それでも
その壁を乗り越えられず，夢を諦めてしまって
も，あなたには小さな成功で作ってきた道があ
ります。その道を使えば他の夢に繋がる道も見
つけられるこができます。努力は決して無駄で
はありません，共に積み上げ，進歩していきま
しょう。

合掌



神戈陵を渡る風
令和３年度 川辺高校 校長通信 第０２６号 令和３年１０月２１日(木)発行
明日が伝統の３３㎞遠行なので，一日早く神戈陵を渡る風を発行します。秋が深まりつつありま

すね。皆さんが思い浮かべる秋の景色ってどういうところですか？ 私は，朝の散歩の途中に出会
う川辺の風景の中に小さな秋を発見することに喜びを感じています。時折，冬の訪れを感じる事柄
には，前にも言いましたが楽しみしています。何事も，自分のペースで前進することって大切ですよ
ね。明日の遠行も自分のペースを守り，景色を楽しみながら，自己を見つめ直す行事になると嬉し
いです。創立百二十周年記念式典まで，あと一ヶ月を切りました。式典は，新型コロナ感染症の影
響で縮小されますが，１２０年もの歴史を振り返る大切な日です。みんなで盛大に祝いましょう。

交 通 安 全 単 車 実 技 講 習 会
令和３年１０月１３日(水)

中間考査の最終日に，南九州警察署よりお二
人の講師をお招きして，諏訪運動公園の駐車
場を利用して単車実技講習会を開催しまし
た。通学にとても重要なアイテムのひとつであ
る単車ですが，便利な反面，油断すると大変
危険な一面も持ち合わせています。

実際に白バイを利用した運転技能の講習や
道路状況に応じた適切な状況判断で事故を
未然に防ぐ方法等を学びました。

サ イ エ ン ス 同 好 会 に よ る 出 前 授 業
令和３年１０月１３日(水)

本校サイエンス同好会と有志の総勢１５名が
川辺中学校に伺って理科実験の出前授業を
開催しました。今回の講義内容は，２つあり，
①液体窒素の実験で花や野菜と風船やゴム
まりがどのように変化するのか？ ということと

②人工いくらが出来る原理を学ぶ

講師の本校生と川辺中の生徒の皆さんは生
き生きとしていてとても楽しそうでした。



創立１２０周年記念事業
芸 術 鑑 賞 会

令和３年10月14日

『ヘレン・ケラー～ひびきあうものたち』
東京演劇集団“風”

今年の芸術鑑
賞会は，コミュニ
ティセンター川辺
文化会館のホー
ルに於いて，新
型コロナウイルス
感染症の感染防
止対策を万全に
施し行われまし
た。感染対策とし
て，出演する役
者の皆さんには，
事前にＰＣＲ検査

を受け陰性である確認を取ってもらっていまし
た。前回は，古典芸能と言うことで，落語など
を鑑賞しました。２年ぶりの芸術鑑賞会は，ホ
ールの舞台を利用した本格的な演劇でした。

白熱した演技に全集中！

終演後の花束贈呈とカーテンコール

感動した生徒達がエントランス来ていただい
た主役のお二人にたくさんの質問と記念写真
の撮影をお願いしていました。

生徒は「めっちゃ感動した」と言ってました。



神戈陵を渡る風
令和３年度 川辺高校 校長通信 第０２７号 令和３年１０月２９日(金)発行
間もなく１０月も終わり，月曜日からは，霜月(１１月)です。いよいよ創立１２０周年記念式典が間
近に迫って参りました。明治３３年(１９００年)に鹿児島第四中学校として開校した本校は，幾多の
変遷を経て，鹿児島県立川辺高等学校へと歴史を連ねています。コロナ禍で困難な時期に，それ
に耐え，打ち勝ち，節目の記念式典の成功に向けて多くの人が，工夫を凝らして挙行しようと頑張
っています。皆さんは，本校の歴史を繋ぐ大切な一人です。ぜひ，みんなで協力し，盛大に祝いまし
ょう。また，10/27～11/9は「読書週間」です。秋の夜に素敵な本と出会えるといいですね。

川辺中学校出前授業
令和３年１０月１９日(火)

この日，川辺中学校に本校の先生方５名が出
かけて出前授業を実施しました。

英語 堂下先生
テーマ

言語としての英語の
成り立ちの歴史探訪
(他言語との比較)

数学 大保先生
テーマ

規則性を持って並ん
だ数字の物語
(数列の秘密を探る)

世界史 永長先生
テーマ

アメリカの独立につい
て学ぶ
(独立前後の出来事)

国語 德田先生
テーマ

「夢十夜」「幸福」を
読み味わう

英語 上原先生
テーマ

関係代名詞を使って
友だちを紹介しよう

この出前授業で川辺高校での授業に，興味を
持って，辺高を志望してくれると嬉しいですね。

加 世 田 中 学 校 Ｐ Ｔ Ａ 研 修 視 察
令和３年１０月２１日(木)

加世田中学校の保護者の方７名が，ＰＴＡ研
修視察として本校に来校されました。教頭先
生による本校の概況説明に始まり，本校にお
ける各教科の「きめ細かい学習指導」などの
取り組みについて説明を尚学舎で行い，その
後の校内見学では，皆さんの授業参観をして
いただきました。川辺高校ならではの学校生
活の送り方を理解していただき，多くの中学生
が本校を志望してくれると嬉しいですね。

授業(地理)の様子を見学しました



３ ３ ㎞ 遠 行 実 施
令和３年１０月２２日(金)

気持ちいいヒンヤリとした秋風をうけながら辺
高伝統の３３㎞遠行が実施されました。吹上
浜海浜公園までの往復のコースは，現在では
安全上のルート変更で３３㎞はありませんが，
辺高生の粘り強さを育成する大切な行事で
す。時折雨がパラつく天気でしたが，ほとんど
の皆さんが完走することが出来ました。私も，
一部区間でしたが一緒に歩いてみました。
みんなと一緒に歩くって楽しいことですね。

男子上位３名入賞者

1位 2位 ３位

女子上位３名入賞者

1位 2位 ３位

これが最後 三度目の参加！

折り返し地点でのサポートを頑張っています。

雨にも負けずに，みんなよく頑張りました。
楽しい思い出になったと思います。



神戈陵を渡る風
令和３年度 川辺高校 校長通信 第０２８号 令和３年１１月５日(金)発行
霜月(１１月)となりました。秋も深まり，色々なことに集中するのに最適な気候となりましたね。自

分にしか出来ないことを発見できていますか？ 私は，明日のコンサートに賛助出演ということで
ステージに立ちます。お手伝いとはいえ，準備にかけた時間は相当なものでした。その時間を大切
にしながら，本番のステージを迎えます。芸術の秋を感じられるような演奏を目指して，ステージを
思う存分楽しみたいと思います。音楽を奏でるって楽しいものです。

大 丸 小 俳 句 清 書
令和３年10月

ここ数年，かわなべ青の俳句大会で連続して
学校賞に輝いている大丸小学校の児童の皆
さんが詠んだ俳句を本校書道部が清書してい
ます。これらの作品は１１月の校区の文化祭で
展示されています。

清書作業の様子と完成した作品(一部)

南九州市長表敬訪問
令和３年10月２１日(木)

新型コロナ感染症の急激な感染拡大の状況
に鑑み自粛していたインターハイの報告(なぎ
なた演技競技の部 全国３位)を行いに，南
九州市長の塗木様と同市教育長の有馬様を
表敬訪問してきました。

ＰＯＰでビブリオバトル
令和３年10月２８日(木)

(図書館にもビブリ
オバトルを知らせ
るＰＯＰが飾ってあ
ります。)

今年のビブリオバトルは，教室内で各自POP
を用いて本を紹介する大会となります。どの本
が各クラスのチャンプ本になるのでしょうか？
とても楽しみです。これを機会に，友だちが奨
める本をぜひ読破しましょう。

限られた時間で本を
紹介するＰＯＰの製作
は結構大変だったよ
うでした。朝読書の時
間に，みんなのＰＯＰ
を見比べて，その後の

投票で各クラスのチャンプ本が決定します。
どの本が選ばれるか楽しみです。



散 策 日 記
10月初旬の土曜日

土曜日の午後，鹿児島県歴史・美術センター
黎明館にて開催していた大東書展を鑑賞に
行きました。黎明館(旧鶴丸城・本丸)前の広
場には現在の鹿児島大学の前進である旧制
七高生の像が設置されています。

ここから，視
線を左側の
桜島方面に
向けると立
派な門であ
る 「 御 楼
門」が見え
てきます。

少し歩いて
みると，門の
偉大さに圧
倒されなが
ら，城内から
外に出るよ
うな感じが
します。(昔，
御楼門は城

主など限られた人しか通行が出来なかったそ
うです)この御楼門は，明治6年(１８７３)の火
災で焼失し，昨年１４７年ぶりに復元されたも
のです。門前のお堀に架けられた御楼門橋を
渡ると，国道十号線に出ることが出来ます。

いったん出た通路をまた戻ると，城壁に，たくさ

んの穴が開いています。これは，明治１０年(１
８７７)の西南戦争時の銃弾の跡だそうです。

あの西郷隆盛が亡くなった戦いです。西郷さ
んの終焉の地もこの黎明館のすぐ近くにあり
ます。国道１０号線沿いにある城壁には，このと
きの銃痕がほかにもたくさん残っています。
更に，歩みを進めて，鹿児島城(別称 鶴丸城)
の本丸(現在の黎明館本館)の玄関に行くと
御楼門の屋根に設置されている鬼瓦と鯱(し
ゃちほこ)の原寸大のレプリカが飾ってありま
す。

今回は，書道展を見る前のちょっとした散策で
したが，多くの歴史を堪能するプチ旅行のよう
な感じがしました。黎明館の中にも色々な資料
があるので，時には訪問してみてはいかがで
しょう。散策の紹介でした。



神戈陵を渡る風
令和３年度 川辺高校 校長通信 第０２９号 令和３年１１月１２日(金)発行
霜月(１１月)も中旬となりました。来週の土曜日は創立１２０周年記念式典が開催されます。皆

さんは，昨年度から校歌を歌う機会がかなり減少しました。今回の記念式典では，校歌斉唱をする
機会があります。あと一週間です。マスク越しで大声は出せませんが校歌を歌えるようにしましょ
う。清掃時間に流れる校歌をちゃんと聴いて歌えるようになりましょう。校歌は，皆さんと同窓生の
皆さんとを結ぶ架け橋となるもののひとつです。みんなで協力し，盛大に式典を祝いましょう。

川辺高校進路相談会
令和３年10月２5日(月)～２９日(金)

今年度は，中学生体験入学が新型コロナウ
イルス感染症の感染拡大防止のため中止とな
りました。その代替企画として学校紹介のＤＶ
Ｄを製作したことは，先日もお知らせしました。
十月の最終週の放課後に，中学生とその保

護者を対象とした川辺高校進学相談会を開
催しました。今回の期間中には，１９組３５名が
相談会に参加していただきました。川辺高校
の魅力を知っていただき，たくさんの人が，来
春の新入生になっていることを願っています。

会議室で概要説明
後校内見学を行いま
した。尚学舎では自

習している3年生の姿がありました。

衆議院選期日前投票
令和３年1０月２９日(金)

「郷土を知り，郷土を学び，郷土に生きる」
１８歳選挙権が導入され，２回目の衆議院

選が行われました。南九州市選挙管理委員会
として初めての期日前投票所を２９日金曜日
の放課後に1時間だけ川辺高校に開設しまし
た。「母校で初めての投票」ということで，１３
人の生徒が今回の投票を行いました。若者の
政治離れや無関心が叫ばれるなか，「総合的
な探求の時間」に学んだことや地域ボランティ
アなどの経験から主権者としての意識を持つ
ことに繋がり，今後も投票して欲しいものです。

【投票箱の確認】
どこの投票所でも，最初
に中身が空の投票箱を
一番目に投票する人が点
検してから投票が始まり
ます。今回もこのルールに
則って投票がスタートしま

した。選挙立会人も３名来られていました。
【投票】

まず，受付にて，本
人確認を行いま
す。最初に小選挙
区の投票用紙の交
付を受けて投票が
始まりました。



福平中表敬訪問
令和３年1１月１日(月)

８月のインターハイで演技競技の部３位になっ
た「なぎなた部」の國光さんと蓮子さんの２人
が出身中学校である福平中学校を表敬訪問
し，大会と近況報告を行ってきました。

歓談の様子

当時の担任の先生と校長先生との記念撮影

大会報告のポスターの前での記念撮影

神 戈 陵 塾
令和３年1１月２日(火)

創立１００周年を記念して開催されている伝統
の行事に神戈陵塾(先輩から学ぶ授業)が開
催されました。今回の講演は，次のようです。
昭和６３年卒の松村康博さんによる
「好きなことを見つけるために」
～なぜ勉強しないといけないのか？～

平成２７年卒の有薗未佳子さんによる
「なりたい自分になるために」

聞きながら，真剣にメモを取る生徒達

神戈陵塾が終わってホッとされています。



神戈陵を渡る風
令和３年度 川辺高校 校長通信 第０３０号 令和３年１１月１９日(金)発行
いよいよ明日は，川辺高校の記念すべき創立１２０周年記念式典です。本来ならば，昨年実施さ

れるはずの式典でしたが，新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として，一年の延期と
なっていました。しかし，開催できることをたいへん嬉しく思っています。県下有数の伝統校である
本校は，地域の誇りであり，皆さんを支えてくれる支援者(同窓生)がたくさんいることを改めて感じ
る絶好の機会だと思います。みんなで協力して，式典を祝いましょう。

学 年 朝 礼 よ り
令和３年1１月８日(月)

【３学年髙山先生のお話】
屠龍技
（とりゅうのぎ）
この言葉は「荘子
籞寇」によると，
昔，中国の山奥に
悪い龍が住み着
き，時折現れては

村人に害を与えていた。１人の青年が，誰かが
この龍を退治しなければならないと考えて，そ
の龍を屠る技を身につけるべく一生をかけて
体を鍛え，技を磨き，万が一に備えた。がその
龍は二度と現れなかった。このことから「無駄
な努力」という意味で用いられる言葉です。し
かし，東京消防庁ハイパーレスキュー隊は，
「われわれは龍の出現の有無に関わらず屠龍
技を磨く。実際には天災は起こらないほうがい
い。だから無駄になった方がいい。ただし，万
が一，龍が現れたら一撃の元にこれを屠る。そ
れが我々の目指すところである。」と捉えられ
ている。勉強でも一見無駄に思える努力が，い
ざというときに役立つということです。
【２学年松下先生のお話】

新人戦などの県
大会が行われ
た。大会を終え
て，勝った・負け
たの結果だけ見
ていては，強くは
なれない。敗因
を突き止め，ここ

からの練習に生かしてこそ意味がある。
模試も同じですね。受けっぱなしでは，得ら

れるものは少ない。自己採点だけで終わらず，
復習までやって模試の意義が生まれます。

【1年生，出前授業理科実験を体験】
１０月にサイエンス同好会と有志の生徒が川
辺中で行った理科実験出前授業の内容を参
加した生徒が今回も解説者として一年生全員
に実験を体験してもらいました。来年度は，ぜ
ひ，皆さんも参加してみましょう。



なぎなた新人戦
1１月７日(日)

演技競技(上)と個人試合(下)

県体育館で「なぎなた競技」の新人戦が開催
されました。本校生は９名が参加し，団体優勝
しました。個人試合は２年生の上牧大佳(かみまき
ひろか)，演技競技は２年生の上牧・迫莉々樺(さこり
りか)組が優勝しました。来年３月兵庫県で行わ
れる全国選抜大会の出場権を獲得しました。

全競技が終了後，出場者全員がなぎなたを持
って整列し，演技競技の基本となる所作をなぎ
なた協会の先生方や鹿屋体育大学の学生さ
んから直接指導を受ける事が出来ました。基
本姿勢の意味や細かい位置の確認は全国で
通用するレベルか否かを決める重要なポイン
トです。お互いに切磋琢磨し，競技力の向上に
努めて欲しいものです。

力まず，凜とした姿勢は千利休の名言に『守り
つくして 破るとも 離るるとても 本（もと）を忘
るな』の「守・破・離」の守である師の教えや基
本を忠実に守り身に付けるを実現することに
不可欠だと思います。基本に忠実になること，
迷ったときこそ基本に立ち戻る勇気を持つこ
と。心の内に堪えることのない闘志を秘めなが
ら，川辺高校の伝統を繋ぎ，更なる高みを目
指して欲しいと思っています。

JAZZコンサートを校長が初体験
1１月６日(土)

土曜の夜に，川辺文化会館で行われた地元
のJAZZオーケストラ(Sound Mates)の演奏
会にトロンボーン奏者として出演しました。

川辺には，ジャズオーケストラが誕生して４１年
もの歴史があります。音楽の街といわれる川
辺は色々なスタイル音楽(クラッシック・JAZZ・
吹奏楽など)が溢れています。



神戈陵を渡る風
令和３年度 川辺高校 校長通信 第０３１号 令和３年１１月２６日(金)発行
創立１２０周年記念式典を終え，１１月も残りわずかとなりました。期末考査の真っ最中です。前

半２日間の出来映えはどうですか？ 準備万端で完璧でしたか？ 後半戦に向けてこの土日も
頑張りましょう。来週から１２月，まだまだ色々なイベントが続きます。自分のすべきことや出来ること
に一生懸命取り組みましょう。

辺高歴史探訪

☆第四中学校の設置を川辺に決定した人☆
加納久宜(かのうひさのり)

(明治２７年から３６年

まで鹿児島県知事を

務める)

加納知事顕彰碑
かごしま県民交流センタ

ーの前庭にひときわ目

立つ石碑が建立。

最後の一宮藩主(千葉)でもあ
った加納公は，西南戦争後二十
年近くたっても県の内政は混乱
していた鹿児島を「不偏不覚」
のもと，様々な県政改革と殖産

興業政策を断行しました。特筆すべき改革に
教育改革があります。「教育こそ人の基礎を成
すもの」と当初は鹿児島の小学校における就
学率は全国平均を大きく下回り56%であった
が，わずか３年で，全国のトップレベルの就学
率92%に押し上げた。また，地域や県，更には
国のリーダーにもなれる人材を育てるために
高等実業教育の充実に取り組み，第七高等
学校造士館を大黒柱に旧制中学校を県内各
地に開校していった。その中の１つが当初は鹿
児島県尋常中学校の分校として鹿児島県第
四中学校(１９００年)が設立された。翌年には
鹿児島県立川辺中学校に改称された。この第
四中学校の設立に当たって，南薩では加世田
と川辺，知覧の３つの村による誘致運動が激
化し，三つ巴の熾烈な争いを展開していた。こ
の時期に，川辺の有力者(地元出身の県議や
村長など)が奔走し，加納知事による川辺村を
一望できる荒尾峠からの視察を実現し，美しく
雄大な山系，田園の景観に目を奪われた加納
知事によって，この川辺に南薩の中学校を設
置する裁断が下されたということです。

☆第四中学校の基礎を作りあげた人☆
岩崎行親(いわさきゆきちか)

岩崎行親先生は現在の
香川県丸亀の出身で
東京英語学校(明治初
期の最高学府)に学び，
札幌農学校(現北海道
大学)の二期生として
「少年よ大志を抱け」で
有名なクラーク博士に
学ぶ。農学士の称号を
得て公職に就き，加納
知事の懇請を請け，明

治２７年４月より鹿児島尋常中学校で教職に
就く。同年１２月には同校の校長となり，川内，
加治木，川辺の旧制中学校創設に向けて尽
力しました。明治３４年には第七高等学校造士
館(のちの鹿児島大学文理学部)の校長に転
じました。岩﨑氏は鹿児島の当時の時代的な
要求に応えて大きな存在感を発揮し，鹿児島
県の「中学教育(旧制中学校を指す)の父」と
言われる方です。加納公の「きっかけは何であ
れ，貧しい者でも，平等に教育を受ける機会を
与えることで，人としての大きな財産を得るこ
とになり，人こそ国を支える基盤である」と思
いに共感した岩﨑先生は，教育の普及にあり
とあらゆる手段を尽くしました。現在の川辺高
校につながる礎は，岩崎行親先生の偉大な功
績の一つだと思います。

鹿児島市吉野寺山にある石碑には，岩崎先生の
読まれた漢詩「寺山之賦」が刻まれています。



川 辺 小 出 前 授 業
1１月１３日(土)

前回は，川辺中学校で理科実験の出前授業
を行いましたが，この日は，川辺小学校で６年
生を対象とした理科実験の出前授業を実施し
ました。新型コロナ感染症の感染防止対策と
して，１つのクラスを二つに分け，理科室では
紫キャベツ色素のお絵描きと体育館では液体
チッ素を用いた実験を行い，途中で場所交代
しながら１組と２組の全員にすべての実験を体
験してもらいました。参加した小学生は目を輝
かせながら楽しそうに取り組んでいました。講
師として参加した本校生徒も大変勉強になり，
今後の活動に向けたエネルギーをもらえたよ
うです。(次回は大丸小学校です)

小６の素直な反応に感謝・感激・感動！！

川辺小学校の岩戸校長先生から激励と御礼
の言葉をいただきました。

人権同和教育講話
1１月１１日(木)

今回の合同LHRは，人権・同和教育について
学ぶ講演会が開催されました。講師は県人権
・同和教育研究協議会会長の西 良博先生
でした。人権を守るとは，「安心してのびのびと
自分に自信を持って生きる」ことだと言われ，
自分を好きになるように，時として「自分と向き
合うこと」が大切だと話されていました。

散 策 日 記 ２
1１月中旬の土曜日

【荒尾峠】
土曜日の午後，川辺から知覧に向かう旧道を
散策してみました。この旧道沿いには，川辺を
一望できたと言われる荒尾峠があります。今
は，山の木々が大きく成長しており，昔のような
眺望は望めませんでしたが，当時の息吹は感
じることが出来ました。この場所で加納知事が
川辺に第四中学校の開校を決断なされたと
思うと大変な感動を覚えました。１２０年越える
本校の歴史を思うと，改めて気の引き締まる
思いと頑張る勇気を頂きました。

川辺の東正面に位置
する荒尾峠付近から
の眺望
(大きな木々の隙間に

川辺をのぞき見ること

が出来ました)

川辺町宮
付近の高
台から田
上岳方面
の眺望
(中央奥は

金峰山)

川辺に旧制中学校が設置されたことで，南薩
の最高学府として，また，学術・文化の起点と
して川辺高校の歴史が綴られてきました。



神戈陵を渡る風
令和３年度 川辺高校 校長通信 第０３２号 令和３年１２月３日(金)発行
１２月，旧暦の師走になりました。ここで言う師は教員じゃなくてお坊さんをさすという説もありま

すが，私たち教員も年の瀬は何かと慌ただしくなっていくものです。今年の天気予報では暖冬とい
う予測もありますが，ラニーニャ現象の影響でとても寒い日や大雪になる日があるかもしれませ
ん。３年生には，受験生として年末年始返上で「勉強モード」一色になっていく人もいることでしょ
う。「苦あれば楽ある」「夜の明けない夜はない」とも言います。この努力の先には明るい未来，輝
かしい春が来ると信じて，今こそ頑張りましょう。

Ｐ Ｔ Ａ 奉 仕 作 業
1１月１４日(日)

八月末に計画されていたＰＴＡの奉仕作業で
したが，新型コロナ禍の影響で延期成されて
いました。今回は，創立記念式典に備えて，総
勢１００名を超えるメンバー(保護者及び生徒
と教職員)が集まり作業が行われました。

草刈り機だけではなく，軽
トラや小型トラックまで駆
り出していただき，刈り取
った草を全部回収すること
が出来ました。みるみる校
内が美しくなり，無事記念
式典を迎える準備が整い
ました。感謝！！

駐車場(プール跡地)の草取りを行いました。

このように綺麗になりました。

大 丸 小 出 前 授 業
1１月３０日(火)

前回は，川辺小学校で６年生を対象としてた
理科実験の出前授業を行いましたが，この日
は，大丸小学校で３～６年生を対象とした理科
実験の出前授業を実施しました。小さいお友
だちがいる中での実験には，少々企画を考え
ましたが，工夫した分子どもたちの反応がよく
て楽しそうでした。大丸小学校の山口校長先
生は川辺高校の卒業生ということで，大変よく
していただき感謝しております。

体育館で行った空気砲体験が大人気で，キラ
キラした児童の眼
からたくさん学べま
した。



【創立１２０周年記念式典・慰霊祭・表彰式】
澄み渡る青空の下，本校の創立１２０周年記念式典の一連の行事が滞りなく挙行されました。コロ
ナ禍にあり，規模を縮小しての開催でしたが，同窓会・ＰＴＡの実行委員会のメンバーと本校生徒
職員が力を合わせ，厳粛で立派な式典が開催できましたことに感謝申し上げます。



神戈陵を渡る風
令和３年度 川辺高校 校長通信 第０３３号 令和３年１２月８日(水)発行
もう間もなく２学期も終わりになります。クリスマスとお正月という大きなイベントが控えています。

何をして楽しみますか？ 年末年始は何かと慌ただしくなります。油断して事故に遭わないように
注意しましょう。３年生の「勉強モード」の人は，リラックスする時間を持つことを大切にして下さい。
プチクリスマスプレゼントとして「ゆったりする時間」が大切です。必要以上に自分を追い込みすぎ
ないように注意しましょう。しかし，リラックスしすぎも禁物です。メリハリのある生活を送り，勉強を
楽しむような頑張りを期待しています。今回は，修学旅行引率のため，いつもより早く発行しました。

散 策 日 記 ３
1１月中旬

【平山の展望台】
鹿児島から川辺に向かうと，万之瀬川に架か
る広瀬橋の後方に平たい丘というか台地が目
につきます。山頂部分には，展望台の跡らしき
建物が見えます。川辺小学校入り口からその
塔を目指して登っていくと，小学校の正門を過
ぎて，右に上る道があります。
このあたりは，平山城跡で，本丸や二の丸のあ
った場所らしいです。山頂部の広場に車を留
め，少し藪の中を分け入ると展望台に辿り着
けました。

展望台からの眺めは絶景！です。川辺の東側
が一望できます。眼下には，万之瀬川の広瀬
橋が見え，ここでは川は大きく曲がり，南から
西へと向きを変えています。

中央奥に前回話した荒尾峠があります。
両添や今田方面が望めます。

【山砲座跡と豊玉姫の伝説】

先の大戦では，知覧では，特攻隊員の出撃と

いう大きな悲劇が起こりました。猿山の山頂に
は，米軍の爆撃機から知覧の飛行場を守る対
空火器として山砲(さんぽう)が代用して配備され，
重い山砲は分解して，人が肩に担いで山頂ま
で運び，知覧では初めての対空火器として配
備されていたそうです。同じ山頂には，豊玉姫

の伝説も語り継がれています。
それが「猿山の鬢石(びんいし)」
で豊玉姫が腰掛けた石だそう
です。知覧町内には豊玉姫に
まつわる伝説が数多く残され

ています。皆さんも調べてみてはどうですか？

【厚地の一里塚】
知覧町厚地には厚
地の一里塚が残って
います。この一里塚
は，昔の知覧と川辺
を結ぶ幹線道路(古
道)沿いにあったよう
です。以前話した荒
尾峠もこの古道沿い
にありました。

第 2 3 回 かわ なべ青の俳句大会
１１月２７日(土)

今年は，３年生の坂上祈璃(さかうえいのり)さんが詠
んだ俳句「単語帳 め
くる頭上の 流れ星」
が鹿児島県知事賞を
川辺高校は通算１７回
目となる学校賞を受賞
しました。



岩 﨑 行 親 ( い わ さ き ゆ き ち か ) 先 生
鹿児島県第四中学校(旧制川辺中学校)初代校長の漢詩を紹介

鹿児島市吉野町にある寺山公園の大崎鼻展望台入口には「吉野寺山之賦」の詩碑(石碑)があ
ります。この説明文には，岩崎先生の紹介と，この漢詩の読み下し文が記載されています。

【吉野寺山展望台(大崎鼻展望台)からの桜島と錦江湾の眺望】



神戈陵を渡る風
令和３年度 川辺高校 校長通信 第０３４号 令和３年１２月１７日(金)発行
早いもので，１２月も半分を過ぎました。いよいよ来週は，クリスマスが来ますね。楽しい冬休みを

過ごせるでしょうか？ 年末年始は慌ただしくなる時節です。思わぬ事故やハプニングに遭遇して
しまいがちです。令和３年を振り返り，新たな一年を迎える準備を始めましょう。

二年生修学旅行
1２月９日(１日目)

【JAXA内之浦宇宙観測所】
内之浦の太平洋を望むところにJAXA内之
浦宇宙観測所があります。１１月９日に，３度
延期されたイプシロンロケット5号機を打ち
上げニュースがあったばかりです。鹿児島
県には，ロケット発射場が内之浦と種子島
の２カ所もあります。

【昼食・鹿屋アスリート食堂orみなと食堂】
鹿屋アスリート食堂

食材の宝庫と評される鹿屋の良質な食材
を用いて，鹿屋体育大学長島講師監修の
「スポーツ栄養学」に基づいたメニューによ
り，これまでにないバランス食を提供する食
堂として鹿屋市に研究開発本部が誕生。

みなと食堂
日本有数の生産量を誇る「かのやカンパ
チ」と近海で獲れたエビを中心に，新鮮さと
価格，ボリュームを重視しています。これまで
テレビ局，雑誌等でも紹介され，女性組合
員を中心としたスタッフで経営しています。

【アジア・太平洋農村研修センター】
KAPIC（カピック）センターとは，鹿児島県
アジア・太平洋農村研修センターの通称で
す。鹿児島県の国際交流・国際協力の拠点
として平成6年に開設されました。豊かな自
然の中で，国際理解研修や，アジア・太平
洋諸国等からの研修生受け入れ，世界の
人々との交流イベントなどを行っています。



【宿泊・霧島国際ホテル】
霧島錦江湾国立公園・霧島地域の麓，霧島
温泉郷「湯けむりとにごり湯の宿」として開
業50年の歴史があります。高台に位置し，
天候が良い日は錦江湾，桜島を一望。

1２月１０日(金)

【霧島神宮】
最近のホットニュース，本殿と拝殿が国宝に
指定されることが決定しました。霧島神宮の
歴史は6世紀に始まり，島津吉貴公の奉納
により再建300年を迎えました。その神宮を
参拝し学業祈願を行ってきました。

【鹿児島空港見学】(キャリア研修)
鹿児島空港の国内線は日本エアコミュータ
ーのハブ空港で日本航空、全日本空輸、IB
EX、ピーチ、ジェットスター、ソラシドエア、フ
ジドリームエアラインズ、スカイマークなどが
就航している。鹿児島空港は多くの離島路
線を抱えていることもあり、第二種空港とし
ては国内有数の規模である。海上保安庁第

十管区海上保安本部鹿児島航空基地を併
設しています。

【ホテル京セラでのテーブルマナー講座】
北に天孫降臨神話の霧島連山、南に噴煙
たなびく桜島を望む、自然と歴史に包まれ
たベストアクセス＆ロケーションのホテルで，
本格的なコース料理を前にテーブルマナー
を学びました。

修学旅行では，事前に私が「挨拶と感謝」の
意義を理解し実践して欲しいという課題を出
しました。生徒たちは，この課題の答えを求め，
きちんと行動で示すことが出来ており，たいへ
ん嬉しいことです。このように素晴らしい生徒
たちと修学旅行に行けたことに感謝いたしま
す。また，このように育てて下さっている各ご家
庭にも感謝いたします。辺高生は大変素晴ら
しい生徒たちに成長しています。



神戈陵を渡る風
令和３年度 川辺高校 校長通信 第０３５号 令和３年１２月２４日(金)発行
本日で２学期が終わる終業式です。クリスマスイブの今朝はどんな風に迎えられましたか？

年の瀬とやがて訪れる新年を息災に向かい入れる準備も始まっています。家のことを手伝ったり，
自分の部屋を片付けたりしましょう。諄いようですが，年末年始は慌ただしい季節です。慌てること
無く，常に冷静な対処を心掛けしましょう。 ハッピークリスマス， Ｈｏ Ｈｏ Ｈｏ Ｈｏ Ｈｏｏ！
そして，みんながよい年を迎え，元気な顔で会えますように。

終 業 式 式 辞 よ り 冬休みに取り組んで欲しいこと

現在，東京(青山や恵比寿など)で，なかなか
予約が取れない人気フォトスタジオを２０店舗
以上展開している社長をしている私の教え子
が書いた本(今年の３月に発刊)に載っていた
言葉です。年末年始の時期に，自分の現状を
捉え，これから進もうとする方向(夢)を見つけ
る際のヒントになればと願い紹介します。

願いを実現する１０のヒント
①どうすればうま
くいくかに注目する
☆自ら工夫と改善を
継続すること
②なぜ「運がいい
のか」を理解する
☆自分の日々の選
択がその結果に結
びついている
(因果応報)
③チャレンジした
先のことを具体的にイメージする
☆成功した自分を信じること

④物事は自分の思ったとおりになる
☆成功を信じて挑戦すること
⑤どんなときでも笑う
☆笑っているから楽しくなる
(笑う門には福来たる)
⑥継続は力なり
☆諦めたらそれで終わり
成功の秘訣は継続することである
⑦世界を変えるには固定観念をなくすこと
☆限界突破を成し遂げるのは自分自身
見方を変えるとチャンスがやってくる
⑧都合のいい未来をイメージする習慣をつ
くる
☆夢は叶うと信じて 理想に近づく努力を続
けること
⑨チャンスと意思は別物であると知る
☆チャンスは与えられるものでは無く 自分で
掴むもの
⑩信頼関係構築が何より大事
☆応援してくれるサポーター(支援者)が必ず
いる(現れる)
みんな，夢実現に向けて頑張ろう！！



１ 学 年 Ｐ Ｔ Ａ 開 催
１２月１日(水)

やっと，１学年ＰＴ
Ａが開催できまし
た。たくさんの保
護者皆様に参加
して頂き感謝して
おります。

今回は，２年次の文理選択のポイントと来年の
修学旅行(関東方面)に関する代金の積み立
て方法について説明を行いました。

一 年 生 郷 土 学 習 大 学 訪 問
1２月９日(水)

維新ふるさと館と鹿児島大学を訪問しました。

３月に本
校を卒業
した鹿大
生４人が
来て下さ

り，自分が高校時代ことや
現在の大学での授業や生
活の様子など貴重な体験
談を話してくれました。

学 年 朝 礼 よ り
令和３年1２月６日(月)

【３学年 堀 先生のお話】

ウォークラリーに参加した経験から
一緒に参加したメンバーは，ライバルかつ互い
に励まし合う仲間です。歩数目標の達成の可
否は，自己責任で，周りと比較して自分を奮い
立たせて頑張ることで満足できる成果を得ら
れました。受験も同じで，仲間と頑張るのです
が，究極は己との戦いです。最後まで諦めず
克己心，努力と工夫が合格には不可欠です。

【２学年 當房先生のお話】

スケジュール(計画)について
・修学旅行のスケジュールの確認
・受験０学期が３学期から始まる。全国で５０
万人超が共通テストを受験する。
進路実現は，早めの準備が大切で，現状把握
や今後の予想に基づき計画を立てるようにし
よう。きちんとfinishし，restartにつなげるよう
に，節目の年越しを好機に結びつけよう。

【１学年 是枝先生のお話】

記憶について
必死でやった試験勉強も時がたてば忘れてし
まう。「忘れる」事はごく自然なことです。記憶
に留めるには，何らかの工夫が必要。時間が
とれる冬休みに「2学期の学習内容の見直し」
を奨めます。自分に合った学習スタイルを身に
付けられると，記憶力がアップします。また，冬
休み期間も学校と同じ時刻に寝起きをするよ
う心がけましょう。



神戈陵を渡る風
令和３年度 川辺高校 校長通信 第０３６号 令和４年１月１１日(火)発行
新年明けましておめでとうございます。よい年を迎えることが出来ましたか？ この年末年始(英

語では“New Year holidays”)はどのように過ごしましたか？ 今回は年末にバス停近くに掲
示された書道部の迎春作品「景雲飛(けいうんひ)めでたい雲が空に飛び交い，辺り一面がめで
たいもののように映る様子。めでたい前兆。」の写真紹介と年末の学校行事を含んだ，新春記念
特集号を始業式の日に発行しました。また，「一年の計は元旦にあり」と言います。始業式式辞を
振り返り，立てた計画の実行状況について，上手くいっていることや上手くいっていないことを分析
し，正しい方向に修正し目標実現に努めましょう。

始 業 式 式 辞 よ り 令和４年１月１１日(火)

「新年の抱負を達成する」ために
見直すべき5つのこと

①目標が現実的ではない
現実的な目標や抱負を選んでそれを達成すれば，習慣が改善され
ることを忘れないでほしい。たとえわずかな成功でも，勝利であるこ (↑バス停横の書道部作品)
とに変わりはなく，その経験がさらに大きな勝利へとつながっていきます。

②しっかりした計画を立てていない
目標を達成するためにはどういう段階を踏んでいけばいいのか？ 始
める前にはまず，自分のライフスタイルに本当に効果的なのはどれなの
かを見極めること。できるだけ細かく計画を立て，その計画を書き留め，
それに従いましょう。

③習慣にできない
人生におけるあらゆることが習慣の結果です。もし新年の抱負が悪い習
慣を断ち切るというものなら，代わりに同じ目的に役立つ良い習慣を取
り入れる必要があります。悪い習慣を引き起こすきっかけになることも意
識して避けましょう。今日の小さな変化が，長い目で見れば大きな結果
を生み出します。

④サポートがない
サポートがなければ，何事も達成することはできません。仲間が必要で
す！ サポートにはさまざまな形がありますが，お金のかからない方法が
あります。それは成果を記録することです。また，誰かに必要な助力を求
めるのをためらってはいけません。

⑤ゴールへの道をたどれていない
ゴールまでの道一歩一歩を確認していくことで，自分に責任感をもたせ
ることができます。ひとつひとつ進み具合を点検し，できるだけ単純なも
のをどれも忘れず記録しておきましょう。ノートに書き留めてもいいし，アプリのスプレッドシートを使
ってもいいと思います。ゴールへの道を追跡するもうひとつの利点は，モチベーションを保てること
です。前月の結果が目に見える形で示されれば，続けていこうという気持ちが強まります。



職の魅力発見プロジェクト
2年生対象の講演会

令和３年1２月１５日
【全日本空輸株式会社(ANA)・ANAあきんど
株式会社 鹿児島支店長 藤﨑 美保氏】

ANAで初めてＣＡ
から鹿児島支店
長になった経験に
もとづき，社会人
としての大切な心
構えなどについて
「鳥の目・虫の目

・魚の目」に例えて教えて頂きました。

【株式会社まからずや代表取締役・
花キューピット副会長 中尾 成昭氏】

世界を見てきた
豊富な経験と，
人と人の繋がり
を大切に仕事を
することの楽し
さや個々の特性
を活かす取り組
みの重要性を

経営者の視点からも学ばせて頂きました。

防火防災避難訓練
令和３年1２月１６日

避難している様子(雨天で体育館に避難)

消防隊員による指導講話
(冬火災の原因について話して頂きました)

横山教頭先生による講評

消防隊の方々(数年前の卒業生もいます)



神戈陵を渡る風
令和３年度 川辺高校 校長通信 第０３７号 令和４年１月１４日(金)発行
明日からは，いよいよ大学入学共通テストが始まります。これまでの努力の成果をすべて発揮で

きるように祈念しています。自分自信の神戈陵魂を発揮するチャンスです。最後まで諦めずに頑張
りましょう。Never give up です。(諦めたら それで終わりだ 負けないで)
１・２年生も，同日に進研模試を受験します。本番の共通テストを受けているように「練習を本番」と
思って頑張りましょう。辺高の連帯感がよい結果を引き起こすと信じています。

かつめこども園報恩会
理科実験出前授業

令和3年12月1８日(土)

たくさんの園児を前に実験を披露しました。
ここでも，空気砲が子どもたちに大人気です。

Ｋ Ａ Ｗ Ａ Ｎ Ａ Ｂ Ｅ
ｸﾘｽﾏｽｺﾝｻｰﾄ２０２１

令和３年1２月２５日(土)
雪もチラつくような寒い日でしたが，川辺小学
校金管バンドと川辺中学校吹奏楽部，川辺高
校音楽部吹奏楽団の合同ｸﾘｽﾏｽｺﾝｻｰﾄが川辺
文化会館で開催されました。各校とも少人数
の演奏でしたが，音楽の街「かわなべ」を引き
継ぐ，とても楽しく心温まる素敵なコンサートが
開催できました。

音楽部の部員や生徒会役員の一人ひとりの
活動(活躍)がコンサートを支えてくれました。



鹿児島空港迎春装飾
年末年始 １２／２７(月)～１／１１(火)

本校書道部と鹿児島水産高校書道部の計７
名が鹿児島空港迎春装飾を担当し，２Ｆの出
発ロビーエントランスと３Ｆエスカレーター横に
写真のように作品が展示されていました。

空港を利用するたくさんの人に作品を鑑賞し
てもらえました。(感動・感謝・感激)

冬休み校長散策
年末年始のぶらぶら旅

明治３６年開業の嘉例川駅は，伝統を感じる
佇まいです。まもなく１２０周年ですね。

熊襲穴 初めて登ってみました。神代からの
神話に出会えた気分でした。

元旦，平山展望台からの眺望

元旦の飯倉神社
元旦に諏訪南方神社，飯倉神社，豊玉姫神社
の３つの神社を初詣してきました。



神戈陵を渡る風
令和３年度 川辺高校 校長通信 第０３８号 令和４年１月２１日(金)発行
早いもので１月も中盤をすぎました。大学入学共通テストも終わりました。３年生は２次試験が控

えている人もいるでしょう。進路が内定してホッとしている人もいることでしょう。高校生活の締めく
くりが近づいてきました。自分にとっての神戈陵魂を意識し，二度と経験できない高校生活の締め
くくりに向けた準備を始めましょう。１・２年生も，一日一日を充実できるように行動しましょう。

新 学 期 ス タ ー ト
三学期始業式 令和４年１月１１日(火)

大学入学共通テスト出発式 １月１４日(金)

雑学 この漢字なんと読む？
①「萌す」はなんと読む？
「萌え（もえ）」でおなじみ？ の「萌」という漢
字を使い「萌す」ですが、いったいなんと
読むのでしょうか？

正解は「きざす」でした。
意味を辞書で調べてみると
①草木が芽生える。②物事が起こり始まろうと

する。表記：②は「兆す」とも書く。
出典：『新明解国語辞典』（第八版）、三省堂

②「強ち」はなんと読む？
「強」という字は「強い（つよい）」や「強（きょう）」と
読むことが多いです。ですがこの「強ち」
はそれとは別に特別な読み方をします。
例文から考えてみましょう！
「君の言っていることは強ち間違いではない」

正解は「あながち」でした！
意味を辞書で調べてみると
［否定表現と呼応して］一方的にそうとばかり
は言い切れないと判断する様子。［ー君ばかり
が悪いわけではない／ー偶然とは言えない」
出典：『新明解国語辞典』（第八版）、三省堂

雑学 英語ではなんと言う？
英語で「3密」はなんと言う？

今回は新型コロナ感染症蔓延に対し、日本が
提唱した「ある言葉」を取り上げます。今では、
世界がこの言葉を参考にしているそうです。

答えは “Three Cs” です。
密閉 = Closed spaces (with poor ven
tilation) （換気の悪い）密閉空間
密集 = Crowded places (with many p
eople nearby) （大勢が集まる）密集場所
密接 = Close-contact setting (such
as close-range conversations) （真近
で会話をする）密接場面
これらを意味する英語の頭文字がどれもCで
あり、３つあるのでThree Cs となります。
使い方は，Avoid the Three Cs! 三密を
避けよう！ この「三密」回避を参考にしてWH
OもAvoid the Three Cs を呼びかけまし
た。WHOのは「密閉」だけ頭文字Cは同じでも
表現が異なり、Confined (閉じ込められ
た） and enclosed space（囲った場所）と
なってます。



伝 統 行 事
令和４年１月６日

第１５回ひらやま鬼火たき
この日は好天で暖かい一日でしたが，夕暮れ
時から冷たい強風が吹き始めたなか，菊野病
院横の田んぼで鬼火たきが行われました。

開会にあたり，神事が執り行われ，年男年女
による点火が行われました。おりからの強風
で，瞬く間に櫓を炎が包み込み，竹の弾ける大
きな音と共に熱を感じました。とても寒かった
のに，あっという間に熱さ(熱風)を感じました。
家内安全無病息災
今年もいい年になりますように！

高田の櫓(1/7) 山田郷の櫓(1/8)

勝目の竹屋神社

南九州の神話を尋ねて
年末年始

神話というと鹿児島より宮崎の方が有名です
が，古事記や日本書紀に記載されたなかに，
鹿児島にゆかりの地や神話がたくさんありま
す。いくつか尋ねてみたので紹介します。

主祭神の七柱の一人として天孫降臨のニニ
ギノミコトが祭られている霧島神宮です。修学
旅行で2年生も参拝しました。

ニニギノミコトの御陵(お墓)とされる薩摩川内
市にある可愛山稜(ｴﾉｻﾝﾘｮｳ)。私が中学校・
高校時代によく行っていた場所です。

高屋山上陵(ﾀｶﾔｻﾝｼﾞｮｳﾘｮｳ)はニニギノミコト
の子どものﾋｺﾎﾎﾃﾞﾐﾉﾐｺﾄ(通称 山幸彦)の御
陵(お墓)で，鹿児島空港の近くにあります。



神戈陵を渡る風
令和３年度 川辺高校 校長通信 第０３９号 令和４年１月２４日(月)発行
高校入試も私立高校を皮切りに始まり，公立高校の推薦入試や一般入試も控えています。その

ときの試練は，一つの節目をくぐり抜けるように努力することで，大きく成長できるものです。今の
自分が試されているときだという自覚を持ち，苦しいときには助けてくれる仲間がいると信じて，時
には立ち止まったり，後ずさりしてもいいから，前進しよう。さて，今回は皆さんと川辺高校の校歌の
歴史と意味を知り，卒業式では，大きな声で歌って欲しいと願っています。

校 歌 を 知 ろ う
【校歌の由来】

昭和25年11月17日創立50周年記念事業
の一環として当時の国語の中重徹先生が作
詞，音楽の種子田孝蔵先生が作曲しました。

【現在の歌詞】
一番

あゝ悠遠(ゆうえん)の 陽(ひ)に映(は)えて
ほのぼの明(あ)くる 三州(さんしゅう)の
秀霊(しゅうれい)の気(き)の よるところ

見(み)よや希望(きぼう)の 陣(じん)が丘(おか)
夢(ゆめ)美(うつく)しき 若人(わこうど)の
ここ揺藍(ようらん)の 新天地(しんてんち)

二番
春(はる)乾坤(けんこん)の 花(はな)の粋(すい)
一(ひと)つに薫(かお)る 桂木(かつらぎ)の
栄(はえ)ある徽章(しるし) 燦(さん)として
輝(かがや)く自治(じち)の 旗(はた)のもと
世紀(せいき)の梶(かじ)を おしとりて

漕(こ)げや自由(じゆう)の 暁(あけ)の海(うみ)
三番

星(ほし)の光(ひかり)は 変(かわ)らねど
人(ひと)改(あらた)まる 丘(おか)の上(うえ)
さらば我(わ)が友(とも) 草(くさ)に寝(ね)て
常盤(ときわ)の森(もり)の 風(かぜ)に聞(き)け
天籟(てんらい)遠(とお)く 先哲(せんてつ)の
我(われ)にもの言(い)ふ 声(こえ)あらん

四番
あゝ青春(せいしゅん)の 情熱(じょうねつ)を
傾(かたむ)け注(そそ)ぐ 川辺(かわなべ)の

我(わ)が学舎(まなびや)に 押(お)し寄(よ)する
世界文化(せかいぶんか)の 大潮(おおしお)を
新(あらた)に巻(ま)きて 押(お)し返(かえ)し
万里(ばんり)の岸(きし)を 洗(あら)へかし



【歌詞の対比】
旧校歌とー言われる旧制川辺中学校の校歌
と比べて見ましょう。

【過去の歌詞】
一番

高千穂(たかちほ) 笠沙(かささ) 神代(かみよ)より 偉
績(いせき)かゞよう 三州(さんしゅう)の
久遠(くおん)の光(ひかり) 身(み)に浴(あ)びて 理想
(りそう)の山路(やまじ) 一筋(ひとすじ)に
岩根(いわね) 踏(ふ)みさき 登(のぼ)り行(ゆ)く 健
児(けんじ)の姿(すがた) こゝに見(み)よ

二番
明治(めいじ)三十(さんじゅう) 三(さん)の春(はる) 根(ね)
ざしかためし 花(はな)桜(さくら)
ひらけゆく世(よ)に 匂(におい)いつゝ 学(まな)びし
窓(まど)に 色映(いろは)ゆる
神器(じんぎ)の徽章(しるし) 燦(さん)として 千代(ち
よ)を緑(みどり)の 陣(じん)が丘(おか)

三番
夜半(よわ)にいそしみ 夙(つと)に起(お)き 鍛錬(た
んれん)刻苦(こっく) 現在(げんざい)を
生(い)かして励(はげ)む 精神(たましい)は 厳(いわお)
を通(とお)す 桑(くわ)の弓(ゆみ)
強(つよ)く正(ただ)しく 明(あき)らけき 胸(むね)の楽
(たの)しさ 誰(だれ)か知(し)る

四番
ふり仰(あお)ぎ見(み)る 天(あま)の原(はら) 高(たか)
くかゝれる 先賢(せんけん)の
御霊(みたま)の星(ほし)は 語(かた)らねど 若(わか)
き生命(いのち)に 目(め)ざめたる
無限(むげん)の使命(しめい) 影(かげ)遠(とお)し 天馬
(てんま)に鞭(むち)を 執(と)らむかな

五番
行路(ゆくて)の険難(けんなん) 笑(え)まひつゝ 踰(こ)
えよや進(すす)め 大道(だいどう)に
やよ青春(せいしゅん)の 六百人 世界(せかい)の思
潮(しちょう) 震盪(しんとう)し
澎湃(ほうはい)砕(くだ)くる 銀濤(ぎんとう)の そこ奮闘
(ふんとう)の 新天地(しんてんち)

現在の川辺高校校歌の歌詞には，旧制川辺
中学校の歌詞にある世界観が十分に込めら
れています。更に，新しい世の中に対応する生
徒(若者)が本校から巣立って欲しいという願
いも織り込められています。私たちの学校は，
素晴らしい歌詞を持っています。皆さんもこの
歌詞に込められた先哲の思いを十分に理解
し，いつまでも歌い繋いで欲しいものです。

鹿児島の学校の校歌は，ほとんどがゆったりと
したテンポで雄大な感じの曲が多い印象で
す。卒業後に機会があったら他県の人の校歌
と歌い・聞き比べてみると面白いと思います。



神戈陵を渡る風
令和３年度 川辺高校 校長通信 第０４０号 令和４年１月２８日(金)発行
まもなく２月，旧暦の如月(きさらぎ)となりました。この呼び名の由来は，「衣更着（きさらぎ）」が

転じたという説があります。衣更着は，厳しい寒さに備え重ね着をする季節（衣を更に重ねる）とい
う意味です。まだまだ寒い日が続きます。体調管理に気をつけて下さい。ほかにも，陽気が更に来
る月だから「気更来（きさらぎ）」になった説や春に向けて草木が生えはじめるから「生更木（きさ
らぎ）」になった説もあります。礼法室の紅梅や白梅の開花，暖かい春は，すぐ近くに来ています。

冬休 み校長散策 ２
年始

川内川の河口の左岸側近くににある柳岳。３６
０度のパノラマが拡がる山頂には奇岩「十二
単(じゅうにひとえ)岩」と霧島神社があります。また，
この山頂からは，この季節に『川内川あらし』
という自然現象を見られることがあります。翌
日の朝には，川内あらしが観測されました。

『川内川あらし』とは，九州でも２番目に大き
い川内川の流域で発生した雲海(霧)が強風
を伴いながら川に沿って東シナ海に流れ込む
世界的にも貴重な自然現象です。
柳山から川内川河口付近に下り，川内原子力

発電所の近くを通り東シナ海沿いに南下する
と，いちき串木野市の羽島に着きます。ところ
で，薩摩藩が単独でイギリスと戦争をしたこと
を知っていますか(薩英戦争)？。薩摩藩は，こ
の戦いを経験し，西洋の技術を習得しなけれ
ばならないと痛感し，19人の武士たちを選び
(鹿児島中央駅の前に銅像があります)イギリ
スに密航留学を決行しました。イギリスに留学
させた理由や経緯，「薩摩スチューデント」と
呼ばれた彼らのイギリスでの動行や帰国後の
活躍などを詳しく学ぶことができる「薩摩藩英
国留学生記念館」があります。幕府の禁を破
り1865年４月に英国に向けて密出航し，片道
６０日あまりの船旅はここから始まりました。



南九州の神話を尋ねて２

薩摩国一の宮といわれる新田神社は，前回紹
介した可愛山稜と隣り合わせにあります。新田
神社・可愛山稜(ﾆﾆｷﾞﾉﾐｺﾄの御陵)の隣には，
木花開耶姫(ｺﾉﾊﾅｻｸﾔﾋﾒ)と海幸彦(ｳﾐｻﾁﾋｺ)
の御陵と言われる中陵・端陵もあります。

旧校歌の歌詞の出だしに「高千穂笠沙神代
(かみよ)より～」となっています。川辺高校に赴任
した当初，なぜ高千穂という地名？ が出てく
るのかとても不思議に思っていました。鹿児島
県各地には，古事記や日本書紀にも出てくる
ような神話・伝承があり，大変興味深いです。

日本発祥の地といわれる「もしきの」史跡

瓊瓊杵尊(ﾆﾆｷﾞﾉﾐｺﾄ)が天高くそびえる柱をも
つ宮居を構えたといわれる笠沙宮跡が南さつ
ま市舞敷野(もしきの)にあり，「日本発祥の地」を
示す記念碑もあります。この近くには，ニニギノ
ミコトとコノハナサクヤヒメの子どもである３兄
弟が生まれたとされる竹屋ケ尾(たかやがお)と称す
る山もあります。

木花開耶姫(ｺﾉﾊﾅｻｸﾔﾋﾒ)の像
「道の駅きんぽう木花館」の隣接地に木花開
耶姫(このはなさくやひめ)の像が建っています。伝説で
は，木花開耶姫の父である大山津見神(おおやまつ
みのかみ)は，ここ薩摩国阿多郡(鹿児島県西部)
の神といわれています。

竹屋神社(加世田・たかやじんじゃ)
木花開耶姫(このはなさくやひめ)の生んだ３兄弟のす
べてを祭る鷹屋大明神があり，３兄弟の生ま
れる過程が焼酎造りを連想させるとして，最近
は「焼酎造り」の神社としても知られています。

☆礼法室横には紅梅と白梅が咲いています



神戈陵を渡る風
令和３年度 川辺高校 校長通信 第０４１号 令和４年２月４日(金)発行
２月になりました。英語では，February。この呼び名の意味は，ラテン語で「厄払いの月」という

意味があるらしいです。１２月２２日の冬至を過ぎてからだんだんと昼間の時間が長くなってきてい
ますが，まだまだ寒い日が続いています。１月末から２月にかけて一番冷たく寒く感じるようです。
今冬は，川辺には雪が積もっていませんが，北海道や日本海側の地域では，大雪になったところも
あり，相当な被害が出ています。節分も過ぎ，今日は立春となり，暖かい春が待ち遠しいです。

日 本 の 色
２月の色

日本には，自然や文化から生まれた美しい伝
統色とその呼び名があります。私たちの周りを
見渡せば，いろいろな場所に日本の色を見つ
けることができます。「にっぽんのいろ」を尋
ね，心落ち着く色や，元気が出る色，優しい色，
自分に似合う色を知ることで，ぜひお気に入り
の「にっぽんのいろ」を見つけてみませんか。

利休鼠（りきゅうねず）
名前の由来は諸説あり，「地味で控えめな色
なので，侘びた色として，侘茶（わびちゃ）を追
求した千利休（せんのりきゅう）を連想した。」
などの説があるそうです。

若草色（わかくさいろ）
若草色とは，冬の寒さに耐え，大地に芽生えた
若草の色。新しい季節の希望に満ちた美しい
色です。

鶯色（うぐいすいろ）
美しい声で春の訪れを教えてくれるうぐいす。
「春告鳥（はるつげどり）」とも呼ばれる，うぐ
いすの羽に似た美しい黄緑色です。

今回は，３種類の緑色を紹介してみました。日
本語の持つ繊細な色の表現方法を少しでも
体感できればと，校内で撮影した苔や植物の
写真を利用してみました。



節 分 と は 何 ？

今年の節分は２月３日(木)です。２月４日
(金)立春の前日なので節分と言います。昨年
は，２月３日が立春でした。よって，２月２日が
節分でしたが，これは大変珍しいことで，２月３
日以外が節分になったのは，１９８４年(昭和５
９年２月４日)以来３７年ぶりのことでした。
さて，立春の前日だから節分と言っています

が，節分とは読んで字のごとく，季節の分かれ
目をさしています。すると，立春以外の立夏，立
秋，立冬の前日（前夜）も節分となり，もともと
は節分も年に4回ありました。日本では，季節
の変わり目には邪気が生じやすいと考えがあ
り，夕方から外出を控えるなどして身を慎む
「物忌み」の習慣が古くからあったそうです。

立春の前日の節分が季節の行事として広く
知られ，毎年の欠かせない季節のイベントにな
り，豆まきをしたり恵方巻を食べたりするように
なった理由は，明治5年まで使われていた旧
暦とも関係があるそうです。現在の暦では立
春は2月4日頃ですが，旧暦ではちょうど正月
の頃にあたります。そのため，立春は春の始ま
りという意味とともに，新年の始まりという意味
もあったそうです。ということは，節分は年越し
の日ということになります。豆まきや恵方巻とい
った節分の行事は，実は正月の文化が色濃く
影響した催し物であるといえます。

ピ ン チ と チ ャ ン ス
新型コロナウイルスの感染拡大は，変異したオ
ミクロン株による影響で，日本中のあちこちで
悲鳴が聞こえるような状況です。医療関係者
や外に出なければ仕事にならない人たちの努
力に感謝しつつ，今できることは何なんだろ
か？ どんな形になるにせよコロナ禍が去っ
た後の世の中がやってくる。その時になにがで
きるか……今はそのための準備が出来る期間
と捉えてみてはどうでしょうか。

ピンチにも学習をやめなかった吉田松陰
幕末の思想家に吉田松陰（よしだしょういん）がいまし
た。幕末期，長州藩萩(はぎ)町（山口県萩市）に
松下村塾という私塾を主宰し，明治維新の志
士を輩出したことで有名です。

1853（嘉永6）年，黒船が浦賀に来航。これ
を聞きつけた松陰は師の佐久間象山（さくまし
ょうざん）と見物に駆けつけ，蒸気船を含む黒
船を見て西洋との差に驚き，まだ国外への渡
航が禁止されていた時代に留学をしようと決
意しました。いきなり船に乗り込んできた松陰
らにペリーは驚き，幕府を刺激することを避け，
申し出を断りました。そのまま捕らえられ牢屋
敷に投獄されてしまった松陰は，狭い牢の中
で，悔しさに涙を流す……だけではありませ
ん。牢番に「なにか書物を拝借したい」と申し
出ました。密航を企てたことで死罪になること
が確実だった彼の行動に牢番は驚きますが，
「およそ人一日この世にあれば，一日の食を
喰らい，一日の衣を着，一日の家に居る。なん
ぞ一日の学問，一日の事業に励まざるべけん
や」 読書を欠かさず，ついには牢内の者たち
に講義をするようになりました。後に死罪を逃
れた松陰は国許蟄居となり長州で幽閉されま
すが，松陰が松下村塾に多くの若者たちを集
めたのは，こんな学問の背景があったからだと
思います。



神戈陵を渡る風
令和３年度 川辺高校 校長通信 第０４２号 令和４年２月１０日(木)発行
２月の別称について調べてみました。【木の芽月】(このめづき)とも呼ばれています。この時期に

吹く風は「木の芽風」，降る雨は「木の芽雨」，晴れれば「木の芽晴れ」というそうです。木の芽を通
して天気を見ていたようです。【雪消月】(ゆきぎえづき・ゆきげづき)とも呼ばれています。この時期
に降り納めとなる雪のことを「雪の果て」と言うそうです。つまり，２月は雪がなくなる月。そこから出
てきた呼び名のようです。２月の呼び名にも色々あって知ることって楽しいですね。

日 本 の 色 ２
２月の色 第二弾

日本の伝統色とその呼び名について，前回
は，緑色の系統だったので，他の色を川辺高
校の周辺の写真と合わせて探してみました。
ぜひ，皆さんもお気に入りの「にっぽんのいろ」
を見つけてみませんか。

紅梅色（こうばいいろ）
梅の花は早春のシンボルでもあります。紫が
かった紅色の慎ましやかな美しさは、古くから
人々に愛されてきました。古い王朝の詩歌や
『源氏物語』にも多く登場します。雪の舞う空
に映える梅の蕾は、美しい絵画のようですね。

白梅色（しらうめいろ）
ほんのり桃色に色づいた白梅のような色に癒
されますね。楚々とした印象が人々を虜にして
きました。俳聖、与謝蕪村（よさぶそん）は辞世
の句に白梅を詠んでいます。

無垢を象徴する白に近く、神秘性を醸し出して
いるようです。

臙脂色（えんじいろ）
深く紫がかった濃い紅色の艶やかさが、人々
を魅了してやみません。腹の奥底から煮えたぎ
るような情念を思わせる「モダンカラー」として
流行しました。与謝野晶子の『みだれ髪』で
は、情熱的な表現として用いられています。



田 上 岳 の 眺 望
正月

今年の正月は温かい日が続いていました。
１月３日に田上岳(たのかみだけ)ミニ登山をしまし
た。山頂には，年末年始の期間中飾られてい
た大きな日の丸あり，南方には，うっすらと開聞
岳を望むことが出来ました。

平山からの両添方面を望む眺め

平山からの小野方面を望む眺め

遠くに笠沙方面を望む眺め
右側には，お諏訪の体育館が見えています。

川辺高校の
正門を入って
すぐ右側の校
舎 の 手 前 に
は，矢石と呼
ばれる細長い
岩があります。
こ の 岩 に

は，大昔，開聞
岳と田上岳が
けんかをし，田
上岳が投げた
ススキ(ススッ
コ)が開聞岳

の肩にあたりました。怒った開聞岳が投げた大
きな石矢(いしや)は田上岳まで届かず，この
辺に突き刺さったという伝説があります。この
伝説は，開聞岳は火山なので，噴火を表現し
ている？ とか，どちらの山も昔から修験者
(山伏)の修業の場だったので，その修験者同
士の勢力争いを表現しているのでは？ とい
う説があります。校内に，こんな謂われのある
岩があるって，興味深いですね。

美術・書道のコラボ
２月４日より
道の駅川辺
やすらぎの
郷に美術部
と書道部の
共同製作に
よるタペスト
リーが物産
販売所の出
口壁に展示
されていま
す 。ぜひご
覧ください。



神戈陵を渡る風
令和３年度 川辺高校 校長通信 第０４３号 令和４年２月１８日(金)発行
鹿児島の人は，「今からあんたんちに来るね」と友人のところへ行くことをしゃべりがちです。これ

は，完全に英語と同じ発想です。行く相手の立場に立って行動を表現する。自分が「行く」のだけ
ど，相手にとっては，「来る」ことになるから，「今からそっちに行くね」を，「今から来るね」と言ってし
まうのです。英語の「I'm coming」と同じなのです。「ｇo」なんだけど「ｃome」を使って表現するの
が鹿児島の人。これが方言だとなかなか気づいていないようです。「方言」って面白いですね。

z o o m に つ い て
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴
い，学校の授業でもzoom等を用いたオンライ
ン授業を模索し，実施する場面があるかもしれ
ません。皆さんは，実際にzoomを使ったことが
ありますか？
今回は，オンライン授業の受け方など少しだ

けzoomについて操作方法を学んでみましょ
う。

1.スマホのZoomアプリケーションの使い方：
ミーティングに参加する（アカウント登録なし）
1.ステップ１：スマートフォンにズーム
アプリケーション（Apps）をインストール

iOS版，Android版，のどちらもズームのAp
psが用意されています。それぞれのスマート
フォンに合わせたAppsをInstallしましょう。
“zoom”のキーワードで検索すると幾つか
出て来ます。その中で，開発者が”zoom”に
なっているものが正しいＡｐｐsです！
違うAppsを入れることもあるので，要注意
です！

2.ステップ２：ズームを起動して，”ミ
ーティングに参加”をクリック(タップ)

授業に参加するだけなので，ズームのアカ
ウントを持っていなくても使えます。
学校では，生徒(参加者)に事前にアカウン
トが作成してあります。

スマ－トフォンでzoo
mを起動すると左の
ような画面が出てき
ます。
ここでは，授業に参
加するので，画面下
方に青色で表示さ
れている「ミーティン

グに参加」をクリック(タップ)します。

3.ステップ３：ミーティングIDと名前
を入力してから参加

事前に先生から，メールや文書でミーティン
グIDやパスワードが知らされます。
ミーティングID：123456789

https://zoom.us/j/123456789
☆ミーティングIDは，このようなURLでお知
らせする場合もあります。
パスワード：＊＊＊＊＊＊
☆なお，パスワードが不要の場合は，この情
報がないときもあります。

以下の画面で，IDを入力し，参加ボタンをク
リック。
名前（画面上”おかさん”となっている部
分）は，自由に変更可能です。先生から事
前に指定された自分の氏名等に変更してく
ださい。

オーディオやビデオ
の設定は，後からで
も変えられます。ス
マートフォンのマイ
クやカメラへのアク
セスが求められた
ら”OK”を押しま
す。



4.参加完了！
以上でズームの会議に参加完了です。

左のような画面にな
る時もありますが，こ
れは会議の主催者
つまり，授業を担当
する先生が参加者
の許可をすれば会議
画面に変わります。

次の画面は会議(授業)に参加中の画面で
す。この図では「ミュート解除」された状態で
す。上部に現在の状態「マイクはミュート解除
されています」と表示しています。

基本的に，授業の
時はミュート状態で
参加してください。た
だし，質問や回答す
るときにミュートを解
除してから発言しま
す。
ミュートのオン／オフ
は，左下のマイクの
絵があるミュートの
アイコンをクリック(タ
ップ)で変更します。

また，ビデオのオン／オフは，ミュートボタンの
隣のボタンで切り替えます。これも先生の指示
に従って設定してください。
ちなみに，ビデオオフ状態は，先生には次のよ
うに表示されています。

先生がスマホの場合
：あなたのアイコンが表示されます。

先生がPC（パソコン）の場合
：あなたの名前が表示されます。

以上でzoomを用いたオンライン授業への
参加方法の説明を終わります。他のアプリを
用いたオンライン授業も基本的には，ほとんど
同じような操作になります。
【参考】オンライン授業を受けるときは，スマホ
等を置くスタンド等がある方と便利です。また，
マイク付きのイヤホンなども利用することを奨
めます。機会があれば，どんどんチャレンジして
みましょう。

五代友厚について

いちき串木野市にある薩摩藩英国留学生
記念館に，また行ってきました。今回は，２月１１
日から始まった特別企画展「RED HEART -
赤き心- 五代友厚展」を見るためです。
五代は薩摩藩の上級藩士の家の生まれで，

薩英戦争で捕虜になった経験から英国留学
の必要性を藩に上申し，薩摩藩使節(引率者)
の１人として，１９人の留学生に同行しました。
また，「東の渋沢，西の五代」と並び称された
経済人で，大阪経済界の重鎮の１人です。五
代といえば，NHK大河ドラマ『青天を衝け』や
連続テレビ小説『あさが来た』で，俳優のディ
ーン・フジオカさんが好演したことでも知られ
ています。
五代の座右の銘が「赤心」だったというこ
とは，今回の訪問で知りました。この「赤心」に
は，「曇りのない真心」という意味があり，五代
は書簡でたびたび使用してます。自らの利益
を第一とせず，日本のために進言し，対立の中
での交渉役や仲介役を引き受ける姿に感銘
を受け，今の時代に必要な姿勢だと思います。

㊟ 羽島から英国に向けて一行は出
港(1865)しました。この羽島浜中港の工事
(1847～1848)には，西郷隆盛(当時２０歳)
が藩の役人として加わっていたそうです。港の
玉石積みの技術が大変素晴らしい景観です。



神戈陵を渡る風
令和３年度 川辺高校 校長通信 第０４４号 令和４年２月２５日(金)発行
三年生向けに発行できる校長通信「神戈陵を渡る風」はこれが最終号となり，週が明けて３月１

日(火)には卒業式が挙行されます。３年前，まだまだ初々しい仕草で，本校に入学してきた皆さん
の姿が目に浮かびます。１年次の高校生活では，ＫＫ合戦や文化祭，体育祭と色々なことを体験で
きました。しかし，その１年の終盤からは，世界規模の新型コロナウイルス感染症の感染防止対策
で，今までの生活が大きく転換しました。皆さんにとっては，つらい体験となったことも多かったと思
います。しかし，これらの体験や経験は自分の得た「点」だと思ってください。そして，これからも色々
と体験して得られる経験も新たな「点」と捉えてください。それは，自分の人生において，全く無縁
に思えていた点が結びつき合い，運命が切り開らかれるものだからです。そう信じて前向きに過ご
して欲しい。私も，皆さんには明るい前途が展開されると信じて応援しています。

３年生の入学当初を
振り返ってみました
３年生が刻んだ数々の「点」を考える

【入学式】

３年生も，この頃は初々しい新入生でした。
【一年次一日遠足】

フラワーパーク方面に行きました。

【ＫＫ戦】加世田高校とのスポーツ交換会

懐かしい先生方もいらっしゃいます。
【一年次文化祭】

この頃は，多くの方々が来校できました。



【中学生体験入学】

ニコル先生やカアラ先生もいます。
【１年次の体育祭】

校歌合戦も頑張りました。
【一年次ビブリオバトル】

【一年次芸術鑑賞会】

【かわなべ青の俳句・福永耕二賞受賞】

川辺高校生として初受賞。
記念のプレートを作って頂きました。

【かわなべ磨崖仏まつり】

【川辺二日市】

書道部や音楽部，美術部，生徒会をはじめ，
多くの辺高生が地域行事で活躍しました。



神戈陵を渡る風
令和３年度 川辺高校 校長通信 第０４５号 令和４年３月２日(水)発行
昨日，三年生が新たなステージに向けて本校を巣立っていきました。明日からは，高校入試が始

まります。皆さんは，自宅学習期間となります。この期間は，春休みと異なり，学校で行うべき学習を
自宅で自学自習することになります。あらかじめ示された課題だけでなく，自分の学習状況を顧み
て，長所を伸ばし，弱点を克服する絶好のチャンスです。あらかじめ立てた計画に基づいた行動を
心がけましょう。今日は，この時期に考えて欲しいことを皆さんにお伝えします。

自分を無理やり変えようとしても
すぐは変えられないもの

『人格を磨いて心をきれいにする方法』とい
う特集記事の中から「焦らなくていいよ，自
分のペースを大切に」という意味をこめて
紹介します。

性格を直そうとしても，そう簡単には変えられる
ものではありません。誰しも一度は，自分の性
格を変えようと考えたことがあるはずです。
「もっと明るい自分になりたい」
「もっと精神的に強くなりたい」

と自分の性格を改善しようとします。しかし，自
分の心の問題が大きく関係しているため，今
日決意して今すぐ変われるというものではあり
ません。性格は今までの生まれや育ちが大きく
関係しているため，変えることもなかなかすぐ
にはいかないのです。
心をきれいに変えることも，まったく同じことが
言えます。というのも，性格を変えることと，心を
きれいにすることは，自分の内側を変えるとい
うまったく同じ行為なのです。

表現は違っていますが「自分の内面を変える
こと」だという点では同じことにあたります。
基本的に時間がかかるものだと思ってくださ
い。外側だけを変えるなら，時間とお金さえあ
れば，すぐできます。
きれいな洋服を身にまとい，美容院でパーマ
をかければ，外見はすぐぴかぴかに輝きます。
しかし，内側の心は，お金と時間ですぐという
わけにはいきません。
自分の性格というのは，いわば「今までの過去
の蓄積」です。今までの行いでどれだけ人の
温かみに触れているかという経験の蓄積が，

その人の性格であり，心のきれいさにしっかり
表れます。
心がきれいな人は，人のために一生懸命にな
ってきた人であり，人との関わり合いという温
かさを人一倍よく知っているのです。性格がい
いのです。
人のために「態度，行動，発言」に気を使い，
人の温かみがあるために，温かい性格になる
ことができているのです。

私の実家がある愛媛には，田舎というせいも
ありお年寄りがたくさんいます。もちろんなかに
は若い人もいるのですが，若い人は仕事で都
会に出ていき，少なくなります。
都会より田舎のほうが肌に合うというお年寄り
は田舎のほうを好み，生活をします。私が休暇
で田舎に久しぶりに帰ると，お年寄りの優しく
てきれいな心にあらためて驚きます。自分の畑
で取れた作物を分けてくれたり，道ですれ違う
ときには必ず挨拶をしてくれたりします。困った
ときには助けてくれたり，親切にしてくれたりし
ます。長く生き，人と人との温かみのある触れ
合いの中で生活しているため，みんなとても性
格がよくて，心がきれいな人ばかりなのです。
きれいな「態度，行動，発言」にあふれていて，
お年寄りと一緒にいると私までほっとした気分
になるのです。



人生に無駄は ない
多くの著名人が色々な言葉でこのことを話さ
れています。

本田宗一郎(HONDAの創始者)
人間がシンポするためには
まず第一歩を賦も出すことである。
長い目で見れば人生に無駄がない。

～作者不詳～
人生には無駄なことも
損なこともありません。
すべての経験があなたの中に
積み重なっていくんです。

所ジョージ(タレント)
無駄なことはひとつもない。

フジ子・ヘミング(ピアニスト)
人生に無駄のことなんか
ひとつもない。
生きるってことは
いろいろ経験すること。
その時は，自分とはまったく
関係のないことのようでも
その経験が大切に思える時がきっとくる。

イチロー(元野球選手)
無駄な過去はない。
失敗がないと深みがない。
遠回りが一番の近道。

昨日の卒業式の式辞の中でも述べたアップル
社の創業者の一人であるスティーブ・ジョブス
の言葉にも，「将来をあらかじめ見据えて、点
と点をつなぎあわせることなどできません。で
きるのは、後からつなぎ合わせることだけです。
だから、我々はいまやっていることがいずれ人
生のどこかでつながって実を結ぶだろうと信じ
るしかない。」とありました。
ここで，「点」と表現された経験は一見すると
無駄のように思える体験だったりもします。私
たちは，必要なものだけ取捨選択して生きるこ
とは難しいものです。自分の人生は日々変化
するものだからです。

私の好きな曲に，昔ポンキッキーズ(皆さんは
知らないかも？ )のオープニングソングとして
斉藤和義さんが作詞・作曲した曲で

「歩いて帰ろう」があります。
幼児向けのＴＶ番組の主題歌で，軽快でアッ
プテンポの楽しい曲ですが，子どもたちや一緒
に見ている親たちへのメッセージかも？ と思
えるその歌詞を紹介したいと思います。

「歩いて帰ろう」
作詞・作曲 斉藤和義

走る街を見下ろして のんびり雲が泳いでく
誰にも言えない事は どうすりゃいいの？
おしえて

急ぐ人にあやつられ 右も左も同じ顔
寄り道なんかしてたら 置いてかれるよ
すぐに

嘘でごまかして 過ごしてしまえば
たのみもしないのに 同じ様な朝が来る

走る街を見下ろして のんびり雲が泳いでく
だから歩いて帰ろう 今日は歩いて帰ろう

嘘でごまかして 過ごしてしまえば
たのみもしないのに 同じ様な風が吹く

急ぐ人にあやつられ 言いたい事は胸の中
寄り道なんかしてたら 置いてかれるよ
いつも

走る街を見下ろして のんびり雲が泳いでく
僕は歩いて帰ろう 今日は歩いて帰ろう



神戈陵を渡る風
令和３年度 川辺高校 校長通信 第０４６号 令和４年３月１１日(金)発行
高校入試のための自宅学習期間も終わりました。これからは，三学期の締めくくりの期間となり

ます。つまり，令和三年度の締めくくりであり，進級し，次年度に向けた準備を始める時期でもあり
ます。学校における年末年始です。一年を締めくくり，新たな年を迎えるということですね。やり残し
たことはありませんか？ 一区切りをつけるけじめは大切です。また，来年度は何がしたいですか？
ワクワク・ドキドキするような計画を立てて，自分の夢実現に向け前進しましょう。

日 本 の 色 ３ 月
だんだんと春めいてくるこの時期。川辺高校の
校内やその周辺で見ることの出来る「にっぽ
んのいろ」を尋ねて特集してみました。自然を
肌で感じられることって，素晴らしいことだと思
います。
薄桜（うすざくら）
桜色よりさらに薄い紅染の色。昔から，日本人
は桜を愛し，大切にしてきました。桜色とは別
に，美しい名前を付ける日本人の繊細な感性
が感じられる素敵な色です。

空色（そらいろ）
淡く明るい青色で，晴れた昼間の空のような
色。伝統色には，天体や気象に関する色名が
少なく，青空を表す色はこの「空色」のみです。
気持ちが明るくなる，素敵な色ですね。

曙色（あけぼのいろ）
夜明けの空のようなやさしい橙色。夜が明ける
頃の空に浮かぶ，雲の色を表した東雲色とほ
ぼ同じ色とされています。江戸時代に流行し，
色名として使われはじめました。



道の駅川辺やすらぎの郷
以前紹介しましたが，昨年依頼を受け，美術
部と書道部の南九州市をアピールする木製パ
ネルが完成し，２月４日から道の駅「川辺やす
らぎの郷」の物産館出入り口の上部に展示し
てあります。

「見た人に元気になってほしい」「目立つ色を
心掛けた。『あの場所に行ってみたい』と思っ
てもらえたら」という願いを込めて制作に励ん
だと新聞記事に載っていました。製作途中の
様子などを写真で紹介します。

美術部の皆さん

書道部の皆さん



神戈陵を渡る風
令和３年度 川辺高校 校長通信 第０４７号 令和４年３月１８日(金)発行
３月は陰暦の「弥生」とも言われます。語源は草木の芽吹く「いやおい」から「やよい」となった

説が有力だそうです。「晩春」「花惜月」「雛月」といった別名・異称もあります。明治初頭，陽暦
（新暦）を採用した日本では，各月を現在のような1月〜12月で表すようになりました。これ以前の
陰暦（旧暦）では，和風月名という季節感のわかる言葉で各月を表現していました。「弥生」は和
風月名の3番目にあたる月です。陽暦採用前の日本では，陰暦（旧暦）が使われており，弥生は3
月を意味していました。しかし陰暦の3月は，陽暦の3月と時期が違います。陽暦は陰暦から1か月
ほど遅れ，陰暦の3月は，陽暦の3月下旬から5月上旬頃にあたるそうです。

日 本の 色 ３ 月 ２
だんだんと春めいてくるこの時期の「にっぽん
のいろ」散策第二弾。川辺高校の校内やその
周辺で，自然を肌で感じてください。

蒲公英色（たんぽぽいろ）
春の代名詞とも言えるたんぽぽにちなんだ鮮
やかな黄色です。比較的新しい色で，黄色系
の色が少なかった伝統色に華やかな彩りが加
わりました。

花萌葱（はなもえぎ）
落ち着きと活気を併せ持つ強い緑色。なんだ
か自然の力を感じられる，素敵な色ですね。

千草色（ちぐさいろ）
少し緑がかった薄い青色です。田舎から商家
へ奉公に出てきた方のお仕着せによく用いら
れる色でした。力強い野の草を思わせる，素敵
な色です。



校 長 散 策 ４
多賀山公園
鹿児島市の祇園之洲近くに，多賀山公園があ
ります。この地は，中世の山城(やまじろ)東福寺城
跡です。鎌倉時代に源(みなもとの)頼朝(よりとも)の命
を受け，薩摩の地頭職にあった島津氏は当初
出水に居を構えていましたが南北朝(1336～
1392)の時代に現在の鹿児島市付近まで南
下し，薩摩藩の基礎を作り上げ，大隅，日向と
勢力を拡大(三州の守護となる)していったそ
うです。
この地には，東郷平八郎海軍元帥のお墓(頭
髪が埋葬)と銅像が設置されています。東郷元
帥は，日露戦争における日本海海戦で当時世
界最強といわれたロシアバルチック艦隊に勝
利した英雄であり，「ADMIRAL ＴＯＧＯ(東
郷提督)」「東洋のネルソン」「沈黙の提督」な
どと称されています。世界中でその功績が讃
えられている方です。

写真右下の銅像へ繋がる急な階段は軍艦の
舷梯(ふなはしご)を模しているそうです。

銅像東郷元帥の視線の先には，錦江湾の入り
口があり，見守って下さっているようです。今で
も，外国の海軍が鹿児島に寄港した際は，艦
長や将兵が墓参されるそうです。

南洲墓地

「命もいらず名もいらず」
１８７７年(明治１０)９月２４日，城山で西郷隆
盛が自害して西南戦争が終わりました。この
南洲墓地には西南戦争に敗れた薩軍２０２３
名もの将兵が眠っています。墓地の中央には
西郷隆盛の墓石を，右手に最後まで奮戦した
桐野利秋(きりのとしあき)，右手には篠原国幹(しのはらく
にもと)，他には村田新八(むらたしんはち)，辺見十郎太
(へんみじゅうろうた)，別府晋介(べっぷしんすけ)，桂久武(かつらひ
さたけ)などの幹部が並んでいます。

－ 真義を貢いた巨星と群れ星ここに眠る －
西南戦争はたいへん不幸な出来事であったと
思います。維新後の大改革を急ぐあまり，政府
の対応とついて行けない旧士族の不満が，あ
の大西郷を介しても避けられなかったばかり
か，これからの新しい世界に必要な人の命が
たくさん失われたことを残念に思います。

白梅と桜島



神戈陵を渡る風
令和３年度 川辺高校 校長通信 第０４８号 令和４年３月２５日(金)発行
いよいよ令和三年度の終業式の日になりました。こうやって，「神戈陵を渡る風」の発行も第４８

号で今年度は終わりとなります。皆さん，今まで読んでくれてありがとう。これまで，いろいろな学校
での出来事や校長としての思いを綴ってきました。一年間を振り返る最終号では，皆さんの明るい
前途に送る言葉を特集しました。

終 業 式 式 辞
『置かれた場所で咲きなさい』

この言葉は，学校法人ノートルダム清心学園
理事長だった渡辺和子シスターが書かれ，ベ
ストセラーとなったエッセイ集のタイトルです。
元は，英語の詩なのでここに紹介します。

“Bloom where God has planted you.”
「神様が植えて下さった場所で咲きなさい」

Please bloom where God has placed
you.
Rather than give up, make the best
of your life and bloom like a flower.
To bloom is to live happily.
Let your joy make others happy.
Your smile is contagious.
When you are happy and show it by
your smile
Others will know it and are happy to
o.
God has planted you in a special pl
ace.
If you know it share it with others,
your personality will shine.
It is that “shine” which we call “Blo
om”
When I bloom in the place
where God has placed me
My life becomes a beautiful flower
in the garden of life.
Bloom where God has planted you

(Reinhold Niebuhr)
(ラインホルド・ニーバー)

皆さんも，日本語訳に挑戦してみてはいかが？

さて，渡辺和子先生は２０１６年１２月３０日に８
９歳でお亡くなりになりました。父親は台湾軍
司令官や陸軍教育総監を務めた渡辺錠太郎
でした。1936年2月26日，陸軍将校の一部
らが起こした軍事クーデター「2・26事件」で，
父親が反乱軍の将校らに殺害される場面を9
歳のときに自宅で目撃したという衝撃的な体
験があります。戦後1951年に聖心女子大学
を卒業し，1962年には，アメリカ・ボストンカレ
ッジ大学院を終了し，博士号を取得したのちノ
ートルダム清心女子大学家政学部の教授とな
りました。翌63年には，若くして学長に就任し，
マザー・テレサの84年来日時には，通訳を務
めるなど親交もありました。
先生のお言葉のなかに，
①置かれた場所で咲くという気持ちを忘れ
ず，自分が今できることを一生懸命励みましょ
う。

②ほほえむことを忘れた人たちに，ほほえみを
惜しまずに与えましょう。ほほえみには，私たち
の心の中にある目には見えない愛を，目に見
える形にして相手に伝えるコミュニケーション
の役割があるといえます。ほほえみには，マジッ
クのような力があります。与えられた人を豊か
にしながら，与える人は何も失わない。

― それがほほえみなのです。

③「今」をたいせつにして生きないと，花は開
かない。「今」をいい加減に生きると，次の瞬
間もいい加減なものとなり，いい加減な一生し
か送れないことになってしまうのかも知れな
い。「今」という瞬間を意識して生きたいと思
う。「今の心」と書くと「念」という字になると気
づいた時，「念ずれば花開く」という言葉の意
味が，わかるように思ったものです。
があります。
私たちは，「ほほえみ」を持って「今」を生きる
ことだと気づかされました。



渡辺和子先生の名言集
置かれたところこそが

今のあなたの居場所なのです

咲けない時は
根を下へ下へと
降ろしましょう

結婚しても
就職しても
子育てをしても

「こんなはずじゃなかった」
と思うことが

次から次に出てきます

そんな時にも
その状況の中で
「咲く」努力を
してほしいのです

どうしても
咲けない時もあります

雨風が強い時
日照り続きで咲けない日

そんな時には
無理に咲かなくてもいい

その代わりに
根を下へ下へと降ろして
根を張るのです

次に咲く花が
より大きく

美しいものとなるために

校内に咲いた3月の花

高校入試合格発表と進路体験発表会

校長通信「神戈陵を渡る風」について

卒業式

今年度『神戈陵を渡る風』を第０４８号まて゜
発行を重ねてきました。読んでくれた皆さんに
感謝しています。校長通信では，生徒諸君の
学校の様子や校長の思いを綴った発信を心
掛けてきました。回を重ね，伝えたい思いと乖
離していないのか？ この内容でよかったの
か？ という思いに駆られることもありました。
継続することは，何かを伝えられ，また，何かを
得られるものだと信じての行動でした。来年度
も校長通信『神戈陵を渡る風』の継続を決意
しています。よろしくお願いします。


