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昔話「桃太郎の教え」 

校長 山﨑 幸一 
 
昔，ある方から，「桃太郎の教え」という話を聞いたことがあります。「桃太郎は，なぜ鬼

退治に猿，犬，キジを連れて行ったのか。鬼退治なら，もっと強い熊とか鷲とかを連れていけば

いいのに。なぜだろう」という問いから，子育てについての話でした。 
 

その方が話されるには，桃太郎の話には一つ一つに意味が

あるのだそうです。猿は頭のいい動物として「知識だけではな

い知恵」を表し，「犬」は三日飼われた恩を三年忘れないと言

われることから「感謝」を表しているのだそうです。そして，

「キジ」は「キジも鳴かずばうたれまいに」という言葉のよう

に，敵の目から家族を守るために離れた場所でおとりとなっ

たり，母鳥は山火事のときに卵を守るために，巣の上で焼け死

ぬとも言われたりすることから，「勇気」の象徴とされている

のだそうです。さらに，桃太郎がきれいな衣装を身に付けてい

るのは「大切なわが子」を，鬼退治は「社会の荒波」を表して

いるのだそうです。 
 

すなわち，大切なわが子が，大きくなって社会に出ていく。子どもが，厳しい社会の中でたく

ましく生き抜いていくためには，「知識だけではない知恵」と「感謝する心」，「勇気」の３つ

を身に付けさせなければならない。これが昔の人の教えなのです。という話でした。教員であり，

親でもあった私は，深く感動したのを覚えています。 
 

令和４年度は，新入生１２名を迎え全校生徒４６名でスタートしました。ＡＩの普及や新型コ

ロナの拡大など急激に変化するこの時代を生き抜いていかなければならない大切な生冠中の生

徒たち。 
 

教科の学習はもちろん，保護者・地域の方々の協力をいただいて，小中一貫教育，コミュニテ

ィ・スクールをはじめとする豊かな教育活動を展開していきたいと思います。 
 

紙と鉛筆だけの学習では得

られない知恵を学び，労をい

とわず力を貸してくださる保

護者や地域の方々に感謝し，

豊かな教育活動を経験したこ

とが勇気となって，将来，急

激に変化する社会に旅立つ生

徒が力を身に付けていくのだ

ろうと思っています。 
 

このような最高の環境があ

る生冠中学校を誇りに思い，

さらに生徒一人一人がキラリ

輝く学校にしていきたいと

思います。保護者，地域の皆

様に深く深く感謝するとと

もに，これからも生冠中をよ

ろしくお願いいたします。 

 

１年生 

２年生 

３年生 



生冠中だより                  令和４年４月発行 

卒業証書授与 PTAより卒業生への記念品贈呈 

卒業生による旅立ちの唄 「旅立ちの日に…」 

 

答辞：古市 聖剛さん 

 

送辞：林 蓮斗さん 

 

卒業証書の披露 

卒業式終了後の記念撮影 

 
 
 ３月１５日（火）に，第７５回卒業式が実施され，１７名の３年生のみなさんが，通い慣れた

学び舎を巣立っていきました。本年度も新型コロナウイルス感染症拡大防止ため，時間を短縮し，

保護者２名までと代表来賓の参加のみの縮小版での実施となりました。４月からは，それぞれの

道で頑張っていくことになります。幸多き人生を期待しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３月２５日（金）に，令和３年度修了式及び離任式を実施しました。修了式では，１年生の砂坂城太

さん,２年生の西田佑亮さんがそれぞれ学年代表として，修了証書を学校長より受け取りました｡また，
１年生の古市愛聖さん,２年生の吉木佑希菜さんが代表して反省と次年度の目標を話しました。 
離任式では，4 名の先生方が生冠中学校から転退職されました｡長い間お世話になりました｡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第７５回卒業式 

 

令和３年度 修了式及び離任式(3月 25日) 

 

池之上良和校長 
定年退職 

いちき串木野市立市来中学校へ 

德永悌一教諭 
鹿児島市立紫原中学校へ 

西別府千恵子教諭 
志布志市立有明中学校へ 

下笠光子養護教諭 
鹿児島市立坂元中学校へ 



生冠中だより                  令和４年４月発行 

本年度の学校運営協議会委員は次の通りになります。よろしくお願いします。 

 

いよいよ入学式！説明を聞いています。  

新入生点呼：よろしくお願いします。  堂々とした態度で式に臨んでいます。  

誓いのことば 川崎 苺桃さん  入場：中学校生活のスタートです。  

歓迎のことば 林 蓮斗 

 
 
令和４年度教職員定期人事異動で。４名の先生方が転入されました。４月６日（水）に新任式を実施し

ました。転入された 4 名の先生方です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜令和４年度 職員紹介＞よろしくお願いします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜令和４年度 学校運営協議会委員紹介＞ 

 

松田 昭和  委員（会長） 瀬戸口 健治 委員（副会長）  大平 良徳 委員     
久保 良昭  委員     生野 喜久子  委員 

 
 
４月６日（火）に，第７６回入学式を行いました。本年度も，新型コロナウイルス感染防止

を図るため規模を縮小しての開催となりましたが，無事に式を終了し，新入生は希望に胸に，
中学校生活をスタートすることができました。心から感謝申し上げます。今後とも本校の教育
活動への御指導・御支援を賜りますようお願い申し上げます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

R4年度新任式(4月 6日) 

山﨑 幸一 校長 
出水市立大川内中学校より 

肝付 浩  教諭 
鹿児島市立緑丘中学校より 

松田 友紀 教諭 
知名町立知名中学校より 

中釜 綾香 教護教諭 
瀬戸内町立与路小学校より 

校長 山 﨑 幸 一                  教頭 徳 留 健 一 

教諭 肝 付 浩    (１年担任  社会  生徒指導主任) 教諭 平 野 慎 一(１年副担 理科 教務主任) 

教諭 松 田 友 紀 (２年担任 英語 国際理解教育)  教諭 祝 部 貴 彦(２年副担  保体・技術 保健主任) 

教諭 柳 田 由美子 (３年担任 国語 学習指導法)  教諭 寺 地 哲 郎(３年副担 数学 進路指導主任) 

教諭 上 野 浩 史 (特支担任 特別支援教育)    養護教諭 中 釜 綾 香(特支副担 保健指導） 

事務主幹 永 田 喜 久(事務全般)          非常勤講師 音楽，美術，家庭(未定) 

学校主事 岩 元 尚 美(用務全般)          司書補  川 畑 由美子(図書全般) 

 

第 7６回入学式 
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新学期第１週の行事の紹介 
学校生活オリエンテーション 

４月７日（木）に実施しました。学習面，
生活面，保健面などについての指導を行いま
した。 

生徒会オリエンテーション 
４月８日（金）に実施しました。生徒会の

説明や部活動紹介などを行いました。部活動
紹介では，各部が一所懸命に発表していまし
た。 

 
 
 
 
 
 
 

 

ＰＴＡ専門部全体会 
４月７日（木）の１９：３０より行われまし
た。お忙しい中,ご参加いただきありがとうご
ざいました 

交通安全教室 
４月１１日（月）に,いちき串木野警察署の原
之園交通課長代理をお招きして行いました。
特に自転車の安全な乗り方,点検についてお話
をしていただきました。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

５月行事予定 

３日（火）憲法記念日 
４日（水）みどりの日 
５日（木）こどもの日 
６日（金）３年実力テスト 

１０日（火）集団宿泊学習（１年） 
1２日まで(霧島少年自然の家) 

１３日（金）１日遠足（２，３年生） 
１年生休養措置日 

１４日（土）土曜授業 
１５日（日）ＰＴＡ親子奉仕作業 
      （小中同日開催） 
１６日（月）地震避難訓練 
１７日（火）校内スケッチ大会 
      家庭教育学級開講式予定 
１８日（水）地区陸上競技大会 
      （伊集院総合陸上競技場） 
２０日（金）生徒総会 
２６日（木）上級学校説明会（～２７日） 
２７日（金）１年生福祉体験講話 
      ２年生｢食育｣に関する職場見学 

４月行事（中旬以降詳細） 
 
○ 全国学力・学習状況調査 
  ４月１９日（火）１校時 国語 
          ２校時 数学 
          ３校時 理科 
          ４校時 質問紙 
○ 歯科検診 
  ４月２０日（水）１０：１０～ 
○ 眼科検診 
  ４月２０日（水）１４：３０～ 

 生福小学校体育館  
○ 学級ＰＴＡ，ＰＴＡ総会 
  ４月２５日（月） 
  学級ＰＴＡ 13:50～14:30 
  ＰＴＡ総会 14:45～16:15 
  部活動顧問会 総会終了後 
○ 部活動大会 
 ☆春季中学校女子バレーボール大会 
  4 月 16 日，17 日 
 ☆陸上記録会 

 第 2 回 4 月 23 日，24 日 
 


