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平成 31 年 4 月 6 日 

文責 校長 

 

 

 連絡事項 

【来週の予定】                  

日 曜 学年 １ ２ ３ ４ 

8 日（月） 全学年 祝 入学式  

9日（火） 

1年 LHR・写真撮影 学年集会 
LHR 

2年 学年集会 分掌部講話 写真撮影 

3年 分掌部講話 学年会 LHR 
写真撮影 

サポート 学年集会参加チャレンジ 学年集会 

10日（水） 

1年 分掌部講話 教科履修 立花シアター 

2年 発育測定 単位認定 

3年 単位認定 
発育測定 

サポート 共同制作活動 

11日（木） 

1年 発育測定 
対面式 

執行部・委員会紹介 

部活動紹介 

2年 

LHR 対面式準備 3年 

サポート 

12日（金） 

1年 

専門委員会 

掃除割 

学級係等決め 

暴力団排除教室・事後指導 

2年 校外活動事前学習 

3年 よかとこプログラム 

サポート 暴力団排除教室・参加チャレンジ 

※オリエンテーション期間・午前中授業 

mamas café 来週の日替わりメニュー 

8日（月） 9日（火） 10日（水） 11日（木） 12日（金） 

若鶏の香り揚げ 

トマトソース 

カツ丼 

温玉のせ 

玉子とじうどん 

炊込みご飯 

ハンバーグ 

トマトソース 
唐揚げ 

 

～今年度も 1年間、どうぞよろしくお願い致します～ 

これまでもこれからも 

 

 立花勤務 33年の大ベテラン、理科教諭の川田昭宏

先生が、3月 31日の夜急逝されました。61歳と言う

若さでの突然のお別れに、教職員一同筆舌に尽くし

がたい悲しみ、損失感と共にあります。朴訥とした

お人柄を思い起こしながら、気が付くと、その温か

い残像を職員室の中に探してしまいます。本来なら

ば、今日の始業式でもいつものように大声で校歌を

歌っておられたはずなのに。残念でなりません。 

 

 と言いつつ、この数日の職員室はこれまでと変わらず明るく溌剌と、そし

て忙しく慌ただしく今日を迎えています。会話の端々に川田先生の名前が飛

び交い、様々な想い出に笑いが起き、各々の形で川田先生を偲んでいます。

つまり、凡庸な言い方ですが川田先生は生きていらっしゃるのです。私達が

川田先生の存在を想う限り、川田先生は決して消えてしまわれることはない

のです。直接お姿を拝見し言葉を交わすことはできなくなってしまいました

が、「感じる」ことは、川田先生とつながっている実感と直結しています。 

 

 立花高校は、そんな「見えない想い」を大切にし続ける学校でありたいで

す。卒業生の想い、ご家族の想い、OBの教職員の想い、在籍中在職中に本校

を去ることになった人たちの想い。それらがこの学校の隅々に息づいていま

す。もちろん、何よりも大切にしたいのは、今ここに集う生徒さん一人一人

の想いです。その大切な想いが積み重なってこの瞬間をなしていることを忘

れてはなりません。大好きな川田先生。いつまでも私達と共ににこやかに。 
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文責 校長 

 

 

 連絡事項 

【来週の予定】                  

日 曜 学年 １ ２ ３ ４ 

15 日（月） 全学年 祝 創立記念【休業日】 

16日（火） 

1年 校内見学・タブレット講習会 
ＬＨＲ 

2年 教科履修 

3年 進路学習会 

サポート 校外活動「地域ワクワク大冒険」 

17日（水） 

1年 11時登校。ゆっくり（^^） ワールド決め 12:30～内科検診 

2年 進路学習会 

3年 進路学習会 

サポート 進路学習会「輝け！ぼくらの未来」 

18日（木） 

1年 尿検査・レントゲン アンケート レク事前指導 

2年 修学旅行に向けて 内科検診 尿検査 ＬＨＲ 

3年 教科履修 尿検査 内科検診 

サポート ＬＨＲ 尿検査・内科検診 単位確認 

19日（金） 

1年 校内レクリエーション 

2年 校外活動 

3年 地域清掃活動 

サポート 食育「みんなで作っておいしく食べよう！」 

※オリエンテーション期間・午前中授業 

mamas café 来週の日替わりメニュー 

15日（月） 16日（火） 17日（水） 18日（木） 19日（金） 

店休日 とり天ランチ 
肉うどんと 

紫蘇ご飯 
カツカレー チキン南蛮 

 

1年生、保護者の皆様。毎週木曜日に発行する「パイルアップ」よろしくお願い致します！ 

桜 

何とか入学式までは正門前の桜に美しく咲いていて欲しい…毎年の願いで

す。今年はどうにかこの願いは叶いましたね。158名の新たな門出に、桜の

花が彩りを加えてくれたことを本当に嬉しく思います。新入生の皆さんと一

緒に堂々と記念写真の真ん中におさまる桜の木に心から感謝しました。 

 

 と言いつつ、人間とは何と欲深く傲慢なのでしょう。桜は懸命に咲いてい

るだけなのに、いつまでは咲いていて欲しいとか、ちょうど満開で入学式を

迎えて欲しいとか、すべて我々の勝手な願望にしかすぎません。 

 

 桜は、自らのタイミングで咲き、やがて散って行きます。先に散るか後に

散るかの違いはあれ、いずれ全ての花びらが次世代へと命をつないで地上で

朽ちていきます。咲いている花びらも、空を舞う花びらも、地上を飾る花び

らも、みんな同じ「桜」なのです。それぞれに美しさがあり、命があるので

すよね。我々の価値観で勝手にその優劣が語られて良いのでしょうか？ 

  

 咲いた花にも「咲いてくれてありがとう」、散った花にも「きれいだね」と

感じ取れる豊かな感性こそ、この立花で一番身に着けて欲しいものなので

す。全てのことを「当たり前」と思わずに「ありがとう」の感謝の気持ちさ

えあれば、少々苦手なことがあっても全然大丈夫。君が無理をして背伸びを

しなくても、そのままで「よかよか」と受け入れられる、『寛容の精神が醸成

される社会』に近づいていくはずです。新入生の皆さんに限らず、523名の

全校生徒みんなが新しい節目を迎えています。全ての花びらに美しさがある

ように、全員の存在を心から愛おしく感じます。心からありがとう。 
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文責 校長 

 

 

 【来週の予定】                  

日 曜 学年 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

22（月） 全学年 月① 月② 月③ 月④ 

午後は三者面談 

23（火） 全学年 火① 火② 火③ 火④ 

24（水） 全学年 水① 水② 水③ 水④ 

25（木） 全学年 木① 木② 木③ 木④ 

26（金） 全学年 金① 金② 金③ 金④ 

27（土） 全学年 生徒会主催 歓迎遠足 

 

mamas café 来週の日替わりメニュー  

22日（月） 23日（火） 24日（水） 25日（木） 26日（金） 

油淋鶏 
ごぼう天うどん 

かしわごはん 

とんかつ 

スタミナソースかけ 

ちくわ磯辺うどん 
炊込みご飯 

チキン南蛮 

 

♪今日のイイね♪ 

香椎浜 

先日、香椎浜のイオンから帰る途中の夜景がとても美しく、しばし車を停

めてその絶景を堪能しました。香住ケ丘に抜ける途中の、入り江を挟んだ人

工島のシルエットがお気に入りなのです。マンション等人工的な造形物が月

明かりに照らされて水面に揺らめく様が、たまらなく抒情的に感じます。 

 

夕焼けも大好きです。マンション群の向こうに真っ赤な夕日が沈んでいく

時間帯は言葉を失う程の圧倒的な美しさです。言葉を失うと言うより、あの

美しさを表現する言葉を知らないだけかもしれませんが。もともと宮崎県人

の私にとっては、夕日は山に沈むものです。海越しに見る夕日に完全に心を

掴まれてしまいました。わざわざでも毎夕香椎浜に出かけたいくらいです。 

 

ふと気付くのです。昼間の香椎浜、夕焼けの香椎浜、夜景の香椎浜、全部

同じ香椎浜なのですよね。違うのは時間帯に応じて変化する背景のみで、私

は結局同じ場所から同じ景色を見ているだけなのです。しかしまさにその背

景が変化するだけで、同じ景色が劇的に違って感じられているのです。不思

議ですよね。同じはずの物が同じでなくなるほど、背景は重要なのです。 

 

私達も、日常喜んだり怒ったり哀しんだり楽しんだり、各々の感情を持っ

て生活しています。同じ出来事でも、その背景の違いが決定的に違う感じ方

に変化させられているのかもしれません。腹を立てていることも、ほんの少

し見方を変えるだけで受け入れることができたり、怖いと感じる瞬間も感じ

方次第では全然怖くなかったり…すべてが自分次第だとは言いませんが、変

化のきっかけは自分にあるのかもしれませんね。見方、感じ方、大切です。 
 

～星空と音楽の夕べ Vol.8～ 

 

「機甲警察メタルジャック」や 

「機動戦士Ｖガンダム」 

の主題歌を歌う 

諸岡ケンジさんのコンサートが 

20日（土）１９：３０より 

立花高校内ママズカフェで開催されます 

 

皆様是非ご来場ください 

 

詳細は担任の先生まで！ 



立花高等学校通信  
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平成 31 年 4 月 25 日 

文責 校長 

 

 

 【来週の予定】                  

日 曜 学年 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

7(火） 全学年 お休み（歓迎遠足 4/27 代休） 

8（水） 全学年 月① 月② 月③ 月④ 月⑤ 月⑥ 月⑦ 

9（木） 全学年 木① 木② 木③ 木④ 木⑤ 木⑥ 特活 

10（金） 全学年 金① 金② 金③ 金④ 校内漢検 金⑥ 放課後 

11（土） 全学年 感謝の授業参観 放課後（保護者会総会） 

 

mamas café 来週の日替わりメニュー  

7日（火） 8日（水） 9日（木） 10日（金） 11日（土） 

店休日 
ハンバーグ 

トマトソース 
鯖塩焼き 若鶏の唐揚げ 

ミートコロッケ 

トマトソース 

 

♪今日のイイね♪ 

シュークリーム 

突然何か特定の物を食べたくなることがありませんか？私は先日、何の前

触れもなくいきなりシュークリームが食べたくなってしまいました。しかも

猛烈に。食べたい衝動を抑えることができず、スマホでいろいろと探し出し

て、その中でも「これだ！」と思う一品をわざわざ購入しに行きました。 

 

結論から申し上げますと、わざわざ探し出したそれは、イメージとほんの

ちょっぴり違っていました。クッキー生地のパリパリのやつを食べたかった

のですが、パリパリしすぎていて（何と贅沢な）、車の中はパイ生地の残骸ま

みれになってしまいました。従って、シュークリームが食べたいターンは、

まだ続いているように思います(汗)。今週はふわふわを食べてみたい・・・ 

 

と、どうでも良い話ですね(笑)。一言でシュークリームと言っても、本当

に様々なタイプが存在するのですよね。種類がたくさんあるのですから、当

然好みも別れます。「シュークリーム買ってきて!」と言われても、それが相

手の好むシュークリームかどうかは全然わからないのです。「ふわふわ生地

の！」とか「パイ生地のパリパリのやつ！」と、ほんの少しイメージを付け

加えるだけでも、お互いの描くシュークリームは近付いていくはずです。 

 

私達の日常も、そんな小さな「具体性」で、格段に快適になるのかもしれ

ないと思いました。例えば「頑張れ！」にしても、「あと何分、この作業を続

ければこんな結果が期待できるから、こんな風に頑張ってみよう！」などと

工夫の余地はたくさんあるように感じます。自分の価値観と相手の価値観は

違うことが当然であり、「違い」は、悪い事でもなんでもないのです。  

明太子の「ふくや」創業者 

川原俊夫さんの残した言葉です。 

 

私達はとかく逆の姿勢で 

恩を売り愚痴多く 

毎日を過ごしてしまいがちです 

 

立派な人間を目指す必要はなくても 

「立派な生き方」を心がける誠実さは 

大切にしたいものですね 

 

舞台「めんたいぴりり」 

最初から最後まで号泣でした 



立花高等学校通信  

パイルアップ 

第 5 号  

令和元年 5 月 9 日 

文責 校長 

 

 

 【来週の予定】                  

日 曜 学年 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

13（月） 全学年 月① 月② 月③ 月④ 月⑤ 月⑥ 月⑦ 

14（火） 全学年 火① 火② 火③ 火④ 火⑤ 火⑥ 火⑦ 

15（水） 全学年 水① 水② 水③ 水④ 水⑤ 水⑥ 水⑦ 

16（木） 全学年 木① 木② 木③ 木④ 木⑤ 木⑥ 特活 

17（金） 全学年 金① 金② 金③ 金④ プレミアムフライデー 

 

mamas café 来週の日替わりメニュー  

13日（月） 14日（火） 15日（水） 16日（木） 17日（金） 

さんまの 

ソースかつ 
カツ丼 若鶏の串カツ 煮サバ チキン南蛮 

 

♪今日のイイね♪ 

目的 

長い連休でしたね。皆さんどのように過ごしましたか？私は郷里宮崎に帰

り、ゆっくりと過ごすことができました。休みが終わることは悲しいし、故

郷を離れることはとても辛かったのですが、生徒の皆さんや先生方と久しぶ

りに会えることが楽しみでなりませんでした。私は立花が大好きなのです。 

 

「何のために休むのか？」と問われたら、皆さんは何と答えますか？人そ

れぞれ様々な答えがあるでしょう。しかし、私はこの数年ふと考えることが

あるのです。休むことに果たして目的が必要なのでしょうか？身体や精神を

休めるだけで、もう充分に目的は達せられているのかもしれません。  

 

そこまで頑張ってきたことに対して無条件に保障されてよいはずの休み

が、次にもっと頑張れるための準備として解釈されているような気がしてな

りません。もちろんその考え方の全てを否定しようとは思いません。しかし

「何のために頑張るのか？」と言う目的設定がとても重要視されている中

で、休むことくらいは目的も何もなく、ただ身体と心を労わって良いと私は

思うのです。学校でも「休み時間は次の授業の準備」だと言う考え方が主流

ですが、「休み時間は前の授業の疲れを癒す」の方が私には腑に落ちます。 

 

来週金曜日はプレミアムフライデーです。日本でこの制度を導入している

学校を私はほとんど知りません。が、本校ではとても重要だと思っていま

す。一切の活動を休止し、先生方にも帰って頂きます。なぜならば、生徒の

皆さんも先生方も、みんな頑張っているから。お休みは休むためにあるので

す。後のことは後で考えればよかよか。休む時くらい目的は忘れましょう。 
 

5月 8日夕刻の校長室です 

先生方と生徒代表者による 

新花祭の実行委員会が開かれています 

 

このような「舞台裏」の地道な取組は 

なかなか表に出ることはありません 

 

プログラムの詳細 

進行の具合等 

細かい打ち合わせが続きました 

 

目に見えない苦労に気付いて感謝できる 

そんな立花でありたいですね 



立花高等学校通信  
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令和元年 5 月 16 日 

文責 校長 

 

 

 【来週の予定】                  

日 曜 学年 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

20（月） 全学年 月① 月② 月③ 月④ 

新花祭準備 
21（火） 全学年 火① 火② 火③ 火④ 

22（水） 全学年 水① 水② 水③ 水④ 

23（木） 全学年 月① 月② 月③ 月④ 

24（金） 全学年 新花祭準備 放課後 

25（土） 全学年 第 10回 新花祭 

 

mamas café 来週の日替わりメニュー  

20日（月） 21日（火） 22日（水） 23日（木） 24日（金） 25日（土） 

ハンバーグ 

デミソース 
カツカレー ポークチャップ 

ちくわの 
はさみ揚げ 

油淋鶏 
新花祭 

（営業します） 

 

♪今日のイイね♪ 

万能薬 

もしものお話です。空想です。毎日欠かさずこの薬さえ飲めば、あれもこ

れも素晴らしい効果が期待できるような万能薬があれば素敵ですよね。もち

ろんありません。しかも、あったとしても飲むかどうかは個人の判断です。

万能薬が本当に素晴らしいかどうかは考え方によりますからね。ただ今日

は、そこまで深刻に考えず、気軽に万能薬について考えてみましょうね。 

 

ありもしない空想の万能薬、実はよく似たものが身近に存在することに気

が付いていますか？それは「授業」です。よく「こんなもの習っても社会で

は役に立たない！」という声を聞きます。確かにそうかもしれませんが、私

は最近ようやくそんなことはないと断言できるようになりました。 

 

苦手だったり嫌いな分野を知ることはとても大切です。同じように、他人

の苦手や得意を知ることは、自他の違いを知る大きなチャンスです。先生が

歩んできた人生から影響を受けることもできます。成績の話をしているので

はありません。「授業時間」は、人生と言う大きなステージそのものを学べる

とても素敵な時間なのです。教科はたくさんあります。しかし君達は教科を

学んでいるのではなく、「教科を通して」人生を学んでいるのです。 

 

授業は万能薬のような存在です。授業にどうしても出れない人、大丈夫大

丈夫、待てば良か！その気になった時にいつでも自分のタイミングで大切に

できれば良いのですよ。学びのタイミングが全員必ず同じであることの方が

よほど不自然です。しかもそのチャンスは全員必ず持っている権利で、生涯

なくなることはありません。学びの意欲そのものが万能薬なのです。  

告知です 

ママズカフェで定期的に開催している 

「星空と音楽の夕べ」 

今回は何と落語です！ 

 

名門三遊亭より 

新進気鋭の二つ目お 2人をお招きして 

6月 1日夜に開催です 

 

本校在籍生徒本人に関しては 

鑑賞は無料とします 

希望される方は担任まで 


